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20 世紀の ZEN ブーム
1950 年代、アメリカでは ZEN ブームが湧き起こっていた。その主役は、い
うまでもなく D.T. Suzuki、すなわち、鈴木大拙（1870–1966）その人であった。
当時の状況について、日本文学の研究と翻訳で高名な Donald Keene ドナルド・
キーン教授の自伝『日本との出会い』（篠田一士訳、中公文庫）に、次のよう
な一節が見える。
日本「ブーム」がちょうどはじまるところだった。とりわけ禅が流行
した。あるパーティーでは、鈴木大拙先生がソファに坐って、足もとの
床に坐っている優雅な着こなしをしたアメリカ人の聴衆に向って、智恵
の言葉を発しておられた。
一人の六十ばかりの紳士が先生にたずねた。
「鈴木博士、私をお助け願
えるでしょうか？ 私は成功した建築家で、専門において高い評価を得て
います。貞淑な妻と子供たちもおり、住んでいる家には私の望むものは
何でもあります———本も、レコードも、芸術品も。将来は、過去にま
さる成功さえ得られると確信しています。なぜ私は不幸なのでしょう
か？」 この長い質問の後、鈴木先生はちょっと考えてから言われた。
「は
あ？」 その建築家はさきの質問をほとんど一言一句そのままくり返した。
今度は鈴木先生はこう答えられた。
「幸福というのは、あなた自身の欲す
るところを他になすことです。黄金の法則、とあなた方は言うんだった
ね？」。部屋の反対側から一つの声があがった。私たちに聞こえるだけの
声で（鈴木先生は、やや耳が遠いので聞こえなかったが）、「ああ、それ
はちがう。われわれはそれを銀の常套句と言うんです」。鈴木先生の答が、
その質問を皮肉ることをわざとねらわれたのか、それとも本当にそう思
って言われたのか、私にはきめかねた。
当時は、キリスト教の「常套句」といえども、禅の大哲から発せられ
る限りは、ニューヨークのインテリたちに歓迎されていたのだ。ビート
族がことに禅に興味を抱いていた。（1972、1975：99）
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これにつづけてキーン教授は、当時のビート詩人たちの放埓ぶりを次のよう
に書きとめている。
あるパーティーでは主賓が棟方志功氏で、大方の出席者はビート族で
あり、その運動の指導者のアラン・ギンズバーグとジャック・ケルアッ
クもまじっていた。私が部屋にはいって行くと、ギンズバーグが若い日
本人に、今俳句を作ったからそれを棟方さんのために翻訳してほしいと
頼んでいるところだった。その俳句というのはこうである。
いばり

詩人三人 尿 する雪の中
その通訳は英語の「放尿する」という言葉がわからなかった。そこで
ギンズバーグは身ぶりをし、音をまね、あげくのはてに、カーペットの
上にあわや放尿しようとした。私はあわてて割ってはいり、その日本語
をいった。ギンズバーグが私にだれかときいたので名をいうと、私の「方
丈記」の翻訳をほめた。私たちが話している時、突然ギンズバーグが棟
方さんのところへ行き、その手を取ったと思うと噛みついた。私は恐縮
して、これはアメリカの伝統的な友情のしるしだと説明した。その間ケ
ルアックは、部屋の向う側から私の名を大声でよび続けていて、彼がサ
ンスクリット（梵語）で発音するさまざまな仏教の専門語を日本語に翻
訳しろと言った。
私はこの禅に対する（そして日本文化のその他の面に対しても）こう
した興味の深さや真摯さには疑いを抱いたが、孤独な局外者であるより
は、未熟な「ブーム」の一翼をになう方が面白いにちがいなかった。私
は特にある子供の本のことを覚えている。それはアルファベットを説明
ア

プ

ル

するもので、型のごとく「A はりんごの A」ではじまっていたが、ふつ
ズ

ー

ゼ

ブ

ラ

うの「Z は動物園」とか「Z はしま馬」のかわりに、「Z は禅」で終って
いた。（101）
「ZEN」と「日本」が一つになった「ブーム」のもりあがり、そして「ブー
ム」なるものにつきものの軽薄な曲解と誇張のさまが伝わってくる。事の是非
はともかく、こうした熱狂的な「ブーム」によって、第二次大戦後のアメリカ
において、敗戦国「日本」のイメージは、神秘的な「ZEN」のイメージと一体
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化しつつ、飛躍的に向上し普及した。その影響はいわゆるカウンター・カルチ
ャーから哲学や精神分析学までさまざまな分野に及んだ。今日、アメリカ各地
に禅センターが設けられ、さまざまな形の禅修行が行われているのも、その源
をたどってゆけば、この「ブーム」にゆきつくのではなかろうか。
1990 年代の大拙批判
しかし、そうした影響の広さ深さ、そして、それにともなう「D.T. Suzuki」と
いう名の偶像の肥大化の反動として、それに対する批判が起こったのは、必然
的なことであった。その最も代表的なものとして、次の三つの研究を挙げるこ
とができるだろう。
Robert Sharf ロバート・シャーフ「The Zen of Japanese Nationalism」
『History
of Religions』1993、第 33 巻 1 号（R・H・シャーフ「禅と日本のナショナ
リズム」菅野統子・大内薫訳、『日本の仏教』第 4 号「近世・近代と仏教」
法蔵館、1995）
Bernard Faure バーナード・フォール『Chan Insights and Oversights: An
Epistemological Critique of the Chan Tradition』、1993、第 2 章「The Rise of Zen
Orientalism」
（フォール「禅オリエンタリズムの興起———鈴木大拙と西田
幾多郎」（上下）、金子奈央訳、『思想』2004 年 4 月号「特集———禅研究
の現在」および同 5 月号に分載）
Brian Victoria ブライアン・ヴィクトリア『Zen at War』1997（ヴィクトリ
ア『禅と戦争 Zen at War』エイミール・ルイーズ・ツジモト訳、光人社、
2001 年）
Sharf と Victoria の所説については本論のなかで引用するので、ここでは最初
の Sharf 論文の一端を見ておこう1。
1

Sharf 論文の日訳には訳者の次のようなことわりが付されている：「原論文は長大なため、

著者の了解を得て、部分的に割愛したり、内容の要約にとどめた箇所がある。」
（シャーフ、
1993、1995：108）
、したがって英語原文と訳文の間には異なるところが少なくないことに
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西田と鈴木は互いに影響を与え合い、また、その力量も認めあっていた
が、両者は禅的経験の重視という点ばかりでなく、仏教の歴史と注釈文献
を「日本人論」というもっともらしい理論のために利用した点でも共通し
ている。鈴木の民族主義や「日本人論」への傾倒、特に西洋と対照的な日
本人の内的霊性を説こうとする関心は、一九三五年に本格的に始まり、禅・
仏教・日本人論を論じる形で三十年ほど続くが、そのことはその間著わさ
れた著作の題名のみを見ても充分うかがわれる。
（シャーフ、1993、1995：
96–97）
要するに日本の禅は、仏教の本質だけでなく、日本人の精神の本質をも
なしているということになる。禅は日本におけるあらゆる正統的なもの・
聖なるもの・文化的に優れたもの解く鍵という訳である。同時に禅の精神
は、日本人の魂からだけでなく、
「人類」の魂の奥底から湧き出る、かつ全
ての宗教的洞察の基盤であるというならば、日本人以外の者が禅を理解す
ることは可能なのか、という問いが発せられるのは当然であろう。鈴木は
あからさまにその可能性を否定することはためらいながらも、日本人には
最も洗練された「本物の霊性」を獲得する生得的能力があるとして、その
進化論的優位を主張する。一方西洋人は、東洋的精神の独自の産物である
禅の理解においてはきわめて不利な立場にあり、西洋にこれまであった哲
学・宗教・神秘主義をもって禅を理解しようとしても不可能とされる。
（1993、
1995：97）（原文：1993：28）
西田の「純粋経験」の哲学的説明である「主客未分」は、新たな「日本
人論」の流行を促したが、これらの議論はいずれも、日本人の世界経験の
仕方が他の民族と比べて、無媒介的・直接的・非二元的なものであるとい
う怪しげな概念に立脚するものであった。日本人の精神性を「何物にも媒
介されることのない最高の実在」との関係を可能にする「直接性」として
特徴づけられると主張した鈴木の説は、したがって、当時としては決して

注意を要する。
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例外的なものではなかったのである。和辻哲郎や湯川秀樹らの風土論的分
析や、谷崎潤一郎の日本語分析などに見られるように、「日本人論」者た
ちは、人と自然とはより「一体」化するべきであるとして、日本人の主客
統一経験の傾向を、極めて理にかなったものであると論じている。日本人
の特性・文化と禅の非二元的経験との関係をめぐる護教的禅論者のレトリ
ックも、当時流行していた主題の変奏にすぎないことは明らかであろう。
かんせい

しかし、この主題にこそ危険な陥穽が待ち受けていた。主客未分の概念は、
個人と国家、私益と公益の本質的同一性を強調するものとして、容易に国
体イデオロギーに道を開くものだったのである。（99）
すべてに超越する根源的価値を排他的に禅に付与し、そのうえで、そのよう
な禅の価値を独善的に「日本的霊性」と等置することで、日本のナショナリズ
ムを美化し強化したもの、そのようなものとして大拙の著述が批判されている
のである。このような観点は Faure の研究にも共通する。
批判への批判
Sharf や Faure の所論はその「メタ的な」方法論（meta-approach）———研究
者は不可避的に思わぬ影響を研究対象に与えてしまうので、純粋な「事実」と
いうものは有り得ない、ということを意識しながら研究を進めるというアプロ
ーチ———と、その文章の高い完成度によって、実に敬服に値する。
しかし、その断罪には一面的なところが多分にあることも認めないわけには
ゆかない。小川『語録の思想史』は、大拙に対するナショナリズム批判に関し
て次のようにコメントする。

それは大拙個人に対して不公平というよりも、近代日本が宿命的に背負
ったナショナリズムの二面性を見落とした、あまりにも単純で偏頗な断罪
ではないかと思われてならない。すなわち、欧米列強に対して独自の価値
と地位の承認を要求する、いわば正当かつ切実な「民族主義」的自己主張
としてのナショナリズム、そして欧米列強に対抗しつつアジアにおける権
益の拡張を目指す排外的・侵略的な「国家主義」としてのナショナリズム、
その両者が、
「よい」ナショナリズムを採って「わるい」ナショナリズムを
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捨てるという素朴な二者択一を許さぬ複雑な連続性をもって推移したのが、
日本の近代史ではなかったか。（小川、『語録の思想史』、2011：407–8）
このような観点は、日本人の側からの自己弁護とばかりは言い切れない。欧
米の研究者のなかにも、同様の観点から、大拙や西田の立場をその歴史的な実
情に即して理解しようとした説得的な研究が、すでにいくつも提出されている。
そうした研究のうち本論考が大きな影響を受けたものとして、まず John
Maraldo の論文「Questioning Nationalism Then and Now: A Critical Approach to Zen
and the Kyoto School」
（「国家主義問題の今とその時———禅と京都学派を批評す
る」）（1994）がある。事実の両面を徹底的に認めながら、大拙思想実体の多様
性とそれを理解するための方法論の多面性が強調されている。Maraldo はいう。
In comparison to Suzuki’s times (especially the 1930s through the 1950s), not
only have economic and cultural conditions allowed us more divergent views of
the world, but academic interests have followed the diversification of knowledge.
Today we tend to celebrate a plurality of spiritualities and discredit the attempt to
find an exemplar for all. Any difference between an essentially Japanese
spirituality and an ideological Japanese spirit is lost to us.（Maraldo、1994：340）
（「大拙の時代（特に 30 年代から 50 年代にかけて）と比べて、［今日の］
経済的または文化的な状況によって、世界に対するあらゆる異なった視野
が許されるようになった。しかも、学問的な興味も、知識の多様化によっ
て広がってきた。今日は、霊性［的生活］の多数性が称賛されるが、その
全てを貫いた「原型」を探す努力は否定されるようになった。「本質的な
日本的霊性」と「イデオロギー的な日本主義精神」との違いを、我々はも
う把握できなくなっている。」）
「今日」の枠組み———いわゆる「正しさ」の基準———から大拙を評価す
ることは無意味となっており、彼を当時のコンテキストから研究するのでなけ
ればその研究成果には妥当性が欠けているというのである。大拙を対象とした
ものではないが、Bob Wakabayashi ボッブ・ワカバヤシは、会沢正志齋について
「To seek historical understanding by accepting those prejudices for what they were
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in...[his]...day」
（「歴史に関する理解を得るために、彼の偏見的な見方を、彼の当
時の背景における意味として理解しようとする」）ことは、必ずしも「to approve
of them」（「それらの偏見に賛成している」）ことにはならない、と述べている
（Wakabayashi、1986：xiv）。Maraldo の上の観点とよく通じ合うように思われる。
Maraldo は、このような立場をとりつつ、こうも言っている。
When making a case against the self-righteous assertion of nationalism in a
concrete form, one should remain aware of the possibility of being infected with
the same malady. Simply retreating to the high ground of supposedly
disinterested analysis is no guarantee of immunity. The process of criticism must
somehow remain present before the eye of the critic.（Maraldo、1994：335）
（「独
善的な国家主義的主張に対して具体的に反論するときには、自分も独善か
ぶれになる恐れに常に警戒しなければならないのである。単に、客観的で
、、
あるはずの分析という優位な立場に引きこもることは、［独善かぶれから
の］免責の保証にはならない。「批判」というプロセスは、何らかの方法
で常に批判者自身の眼前に現れなければならない。」）
過去の思想家の時代的制約を批判するものは、批判者自身もまた自らの時代
の価値観の制約のなかにあることを自覚せねばならないということであろう。
「禅」の理解についても、同様なことがいえる。大拙批判の諸論のなかには、
大拙がほんとうの「禅」を歪曲した、あるいは隠蔽した、という前提に立って
いるように感ぜられるものも少なくない。しかし、ほんとうの「禅」、あるいは、
「禅」一般、といったものが、現実に存在するであろうか？ この問題に関して
は、Harold McCarthy ハロルド・マッカーシーの 1956 年の論文「Dewey, Suzuki, and
the Elimination of Dichotomies」
（「デューウェイ、鈴木、とダイコトミー（二分法）
の排除」）に、つとに次のような指摘がある。
As for the distinction between Suzuki's Zen and Zen as such, it must be pointed
out now that for this writer there is no such thing as Zen as such but only Zen
such as it is presented by this thinker or that thinker. It is pointless to keep up the
fiction that Suzuki is only a neutral historian or an impersonal mouthpiece. Even
7
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if he writes as a Buddhist, Kierkegaard wrote as a Christian, and Kierkegaard is
as much a creative thinker as Santayana, who may have supposed that he was
doing no more than giving the final touches to the long tradition of materialism.
（McCarthy、1956：38）（「「大拙の禅」と「禅自体」との区別に関して指
摘しなければならないのは、私の考えでは「禅自体」というものは存在せ
ず、「この思想家」や「あの思想家」によってそれぞれに提示された禅し
かない、ということである。「鈴木が中立的な歴史家または非人称的な代
弁者にすぎない」というフィクションを継続するのは不可能である。鈴木
が仏教徒として書いたことは、キリスト教徒として書いたキェルケゴール
が、自らを唯物論の長い歴史の最後の仕上げをするものにほかならないと
考えていたかもしれないサンタヤーナと同じく創造的な思想家であった
ということと一般なのである。）
McCarthy のこの立場に、本論考もまったく同意である。ただし、McCarthy の
文は次のように続く。
...[T]here is nothing remotely academic about Suzuki...[T]he correct approach to
the understanding of Suzuki’s attack upon dualisms is by way of his criticism and
rejection of the claims of traditional logic... （McCarthy、1956：38）「……鈴
木には、学問的なところが全くない……［省略］……鈴木のダイコトミー
への攻撃を正しく理解する方法は、彼の「伝統的論理学の主張に対する批
判と拒絶」という媒介を通すことである……」

大拙が「本当の学者ではない」という主張は、過去数十年の間に幾度見られ
たか知れない。上の引用で McCarthy は、「鈴木のダイコトミーへの攻撃を正し
く理解する方法は、彼の「「伝統的論理学の主張に対する批判と拒絶」という媒
介を通すことである」という。確かに「論理の否定」というのは、大拙の思想
を探るための有効な道具に違いない。しかし、それを大拙理解の唯一の方法と
すれば、大拙の所説を充分に理解することはできないであろう。もっとも、
McCarthy の時代には、まだ禅に関する英文文献が不足していたために、大拙の
演説に述べられた事柄を単純に客観的な史実と思い込む人が少なくなかったで
8

序

論

あろう。そのために、McCarthy の強い言い方は、そうした誤解を矯めるための
ものであったとも解釈できる。McCarthy は大拙を「批判する」ために書いてい
たのではなく、大拙の独自性をより深く理解させるべく、その主観的要素に光
を当てようとしたのかも知れない。
近年、日本で進んでいる禅籍の思想史的解読の成果からみれば、初期の神会
の禅も、唐の馬祖の禅も、宋の大慧の看話禅も、また、鎌倉時代の道元の禅も、
江戸時代の盤珪や白隠の禅も、みな、それぞれの時代の必然性から生み出され
た、それぞれの時代の禅であった。今日では、20 世紀の大拙の禅も、その時代
の相のなかで相対的に看ることが可能であり、また必要でもあるだろう。本論
考では、大拙の所説についても、そのような観点からの理解をめざしたい。本
論の考察によって、大拙が偽りの「禅」を捏造したのではなく、20 世紀の「禅」
ないし「仏教」の独自の教義と伝統を創出したのだということが明らかになっ
てゆくであろう。
ほかにも本論考が影響と学恩を蒙った研究は少なくない。たとえば、Dale
Wright デール・ライト（特に彼の 1994 年の『Philosophical Meditations on Zen
Buddhism』［「禅仏教に関する哲学的黙想」］を見よ）、2014 年に日本学と仏教学
の大きな損失としてその死が悼まれた Michael Marra マイケル・マラの諸論文、
John McRae の『Seeing through Zen』
（2003）、そして、Richard Jaffe リチャード・
ジャフィと Juddith Snodgrass ジューディッス・スノドグラスなどの研究が、それ
である。
Jaffe と Snodgrass の論考は、本論のなかでいくども援用することになる。
Edward Said の『Orientalism』
（1977）から蒙った影響の大きさは、むろん、あら
ためて言うまでもない。

本論の立場と方法
本論考は、上記のような諸研究の学恩をふまえつつ———すなわち、手放し
の崇拝や賛美にもくみせず、また、今日的価値観からの一方的な評価や断罪に
陥ることをも警戒しつつ———鈴木大拙という人物の全体像を、大拙が生きた
時代の現実に即して把握することを目標とする。
大拙は明治という時代の始まりと、ほぼ時を同じくして誕生した。その 1 世
紀近くに及んだ生涯は、近代日本の激動の歴史と、そのままふかく重なりあっ
ている。しかも、その思考と活動は、日本とアメリカという、当時においては
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距離的にも文化的にも遠く離れた二つの地にまたがり、しかも、漢文と日本語
と英語という相いへだたった三種の言語の間を往復しながら展開された。それ
をただ一個の人物の思想として一律に論ずることには、無理がある。そこで本
論考は、あらかじめ主題を分類して「大拙の○○論」とか「大拙の××観」といっ
た分析を行う方法をとらず、大拙の誕生から終焉まで、時系列に沿って、その
時期ごとの言説と行動を時代相のなかで記述してゆく方法をとる。時代相とい
うなかには、日本の近代史上の大事件も身辺の瑣事といわれるような事柄も、
同等に含める。大拙その人にとっては、どちらも重要な所与の現実だったから
である。その記述には、新版の『鈴木大拙全集』で大幅に公開された書簡と、
近年、少しずつ公開されてきた大拙の英文日記を最大限に活用する（それらを
ふまえた評伝は、管見のかぎり未だ存在しないと思われる）。また、大拙の著述
については、極力、同時期になされた日文の所説と英文の所説を対比しながら
分析することを試みる。従来の賛美や批判が、往々一面的であったのは、日文
または英文の一方のみを論拠することが多かったこととも、大いに関係がある
のではなかろうか。
しかし、そのように時期別・言語別の分析を重ねてゆくと、却って、くりか
えし現われる主題や一貫して変わらない姿勢や思惟というものが浮かび上がっ
てくる。具体的には本論について見られたいが、あらかじめ、それを大まかに
提示しておくことは、本論を読んでいただくうえで、おそらく無益ではないで
あろう。
１）楕円的思考、ないし太極図的思考
大拙の著述を要約するのは難しい。それは文字をたどってゆくと、しばしば、
二つの対立する観点や事柄が提示され、どちらが大拙の結論であるか分からな
いような終わり方になっていることが多いからである。だが、それは曖昧なご
まかしでも、神秘めかした深遠さの演出でもない。そのような書き方になって
いるのは、大拙の思考が一個の中心をもつ円の形ではなく、二つの中心をもつ
楕円のような形をしているためである。体（真空）と用（妙用）、空と色、肯定
（即）と否定（非）、伝統と近代、東洋（日本）と西洋（英米）、愛国と国際化
……。いずれの場合も、文字のうえに書かれているのは相対する二つの極だが、
大拙が伝えようとしているのは、その両極を対等にふまえつつ両者をともに包
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摂して円成する楕円の円周なのである。それは歴史上の人物や思想を記述する
際にも同様であり、
「頓悟」と「漸悟」、
「看話」と「默照」、今北洪川と釈宗演、
などもそのような楕円的思考のもとに描き出されている。ただし、大拙が感受
させようとしている楕円は、決して固定され静止したものではない。かれは無
限に回転し運動する楕円というイメージを思い描いている。そのような動的イ
メージを直観するためには、あるいは中国の太極図を想起するのも有効であろ
う。いずれにせよ、大拙の提示する両極をみて、それを二者択一や優劣高下の
観点から理解しようとすることは、大きな誤解のもととなるであろう。
２）「日本」に対する二つの態度
そのことは大拙の「日本」論にもあてはまる。上に見たように、批判者たち
は、大拙がナショナリズムの立場から「日本」を事実に反して美化し理想化し
ていることを非難する。その指摘は確かに事実に基づいていないわけではない
し、まして、日本帝国主義とその大東亜共栄圏戦略の進行の過程において、大
拙たちが提供した歪んだ「日本」論の賛美のレトリックが果たした役割は、決
して忘れられてよいものではない。しかし、その一方で、不平等条約に苦しむ
アジアの新興国———「後進国」———である明治日本にとって、また第二次
大戦後の敗戦国日本にとって、欧米列強諸国に独自の価値と対等の地位を認め
させることは、きわめて切実で切迫した急務であったことも無視できない。新
渡戸稲造の『武士道』や岡倉天心の『茶の本』にはじまる、西洋向けに英文で
発信された「日本論」は、そうした目的のための努力の一環であり、大拙やそ
の師の釈宗演もその流れに棹差していた。それを無条件に是認することはでき
ないとしても、それを単純にナショナリズムと断罪することで、問題の本質を
捉えることができるだろうか？
しかも、それは大拙の「日本論」の一面にすぎない。確かに大拙は英文で理
想化された「日本」像を発信し、それをもとに西洋近代の限界を批判している。
しかし、それと平行して、彼は常に、西洋近代を基準としつつ日本の民族性の
後進性や自閉性を批判する日本語の文章を、国内で発表しつづけていた。つま
り、西洋に対しては「日本」の美しさを主張し、国内に対しては「日本」の醜
さを戒める、そのような損な「二枚舌」を、大拙は内と外の間に立って使い続
けていたのである。批判者たちはしばしばその両面を区別せず、日本語で国内
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向けに書かれた書物と英文で西洋向けに書かれた書物をいっしょくたに扱って
いる。その二つの立場を同一視しても、またその二つ立場を截然と分けても、
大拙という人物を活きた姿で捉えることはできないであろう。
３）明治新仏教の古典としての大拙の著述
大拙の思想を、臨済禅や浄土真宗の伝統と無関係に語ることはできないだろ
う。西洋近代思想の影響も、むろん、無視することは許されまい。だが、大拙
の思想的背景をかりに敢えて一言でいうとすれば、それは「明治新仏教」だと
いうべきであろう。廃仏毀釈の淘汰や近代化の荒波と戦いながら仏教の新生を
めざした「明治新仏教」の流れのなかで釈宗演は活躍し、大拙もその流れをひ
き継いだ。脱宗門的な活動形態、近代の哲学や科学と調和可能な仏教思想の構
築、仏教の源流としてのインド・セイロンへの憧憬、国際化志向と現実社会へ
の積極的関与、宗教儀礼でなく講座と出版物によって普及をはかる手法……、
そうした「明治新仏教」の諸特徴は、そっくりそのまま大拙その人の特徴でも
あった。大乗仏教や禅や浄土の教義や歴史に関する大拙の解説が学問的に正確
でないという批判は早くから繰り返されてきたところだが、大拙の所説は過去
の歴史の忠実な祖述や再構成をめざしたものではなく、近代社会にむけて「明
治新仏教」の教義と伝統を新たに創出したものだったと看るべきである。大拙
が語る仏教史は、実証的な歴史研究の基準で評価されるべきものではなく、い
わば「明治新仏教」の「教相判釈」として理解されるべきものなのである。
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伝記記述は桐田清秀編『鈴木大拙研究基礎資料』
（松ヶ岡文庫、2005 年）
に基づく。本論中、原資料名を示さずに記した事柄は『基礎資料』の年譜と
著作年表によるものである。
『鈴木大拙全集』は、
「SDZ」と略称する。そのあとにつづく番号は、そ
の巻数と頁数を示している。
大拙「英文日記」
（『D. T. Suzuki’s English Diaries』）は、
『松ヶ岡文庫研究
年報』の第 19 号（2005 年）～第 28 号（2014 年現在）に掲載中のものによ
る。同日記は松ヶ岡文庫ホームページでも見ることができる。
特にことわらない限り、引用内の四角い括弧｛［……］｝による挿入は、
本論考によるものである。
引用文の漢字は現代の字体に直したが、送り仮名は、旧かなのままにし
てある。たとえば「發達を遂げてをらぬ」という原文は本論考では「発達を
遂げてをらぬ」となる。
英文の引用について、重要なものは、まず原文をかかげ、その後に本論
考による日本語の試訳を添える。既訳のあるものについては、なるべくそれ
を利用するよう努めた。
学問的な正確さを保つために、英語の著名・人名などはそのままローマ
字で表記し、初出の際に仮のカタカナ読みを示す。
年次は西暦で示し、比較参照の便宜のために、日本の年号による紀年を
括弧内に補記する。あわせて大拙の年齢を記す場合があるが、それはその年
の誕生日を迎えた時点での満年齢を、目安として便宜的に記したものにすぎ
ない。
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生誕から渡米まで

1870 年・明治 3（0 歳）～1897 年・明治 30（27 歳）
大拙の生まれた環境
1868 年、明治という時代が始まった。日本社会は容赦なき近代化の激流のな
かに漕ぎ出していった。それはまさに Kenneth Pyle ケネス・パイルのいう、次の
ような時代の始まりであった。

一八六八年、日本の武士的特権階級に属する一党派が権力を掌握し、国
家改変の革命的事業に着手した。かれら武士の革命家たちは、一八五三年
にペリー提督によってひき起こされた政治的危機を克服しようとする伝統
仕儀的な対応策をしりぞけ、徳川体制を清算し、かれら自身が属する階級
の特権を廃止して、日本の伝統的諸要素を情け容赦なく犠牲に供したので
ある。西洋列強の挑戦に対抗するため、かれらは日本の旧い構造を取り払
い、自分たちが敵対している西洋諸国の文明にもとづく新しい政治的、社
会的秩序の形成をめざした。かれらの積極的な指導によって、一八六八年
から世紀の変わり目までの間に、日本は圧倒的に農業中心の経済から、ほ
ぼ工業中心の経済へと転換を遂げた。（パイル、1969、2013：15）（原文：
Pyle、1969：1）
明治維新からいくらもたたぬ 1870 年（明治 3）12 月 18 日、のちの大拙、鈴
木貞太郎が生まれた。ところは加賀（現在の石川県金沢市）の本多町三丁目八
番地。姉一人、柳、と男子四人の末子であった。貞太郎が生まれた時、医者で
あった父了準（または、良準、または柔；1822–1876）と母増（1830–1890）は、
三人の息子の名前を、上から順に、元太郎、亨太郎、利太郎に改めた。四人の
息子の頭文字をならべると「元亨利貞」となる。儒教や道教に大きな影響を与
えた中国の重要な古典『易経』の言葉である。四季の「夏春秋冬」または中国
の「四つの徳」である「仁義礼知」を象徴するものだと言われているが、この
改名からは、子を設けることをここまでとするという、両親の決意がうかがわ
れる。
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大拙自身の口述自伝『也風流庵自伝』に、大拙の生誕の地の話が見える2。現
代においては、ある地域の豊さを「GDP」
（国内総生産）などのような指標で示
すが、当時は、米の生産量に基づいた「石（こく）」という単位でそれを計って
いた。加賀藩は、あまりにも強大であったので、（実数ではないが）「百万石」
の藩と称されていた。その力は、日本国の統治者である徳川幕府にとっても一
目おかざるをえないものであり、加賀の代々の殿さまたちは、徳川幕府に対し
て「韜晦」するために、もっぱら「文化事業」に力をそそぎ、金沢は自ずと「文
化的に開けたところ」となったという。仏教の方面では、曹洞宗と浄土真宗が
有力であり、その地域全体に宗教的な雰囲気があった、と大拙は回想している
（鈴木、
『自叙伝』、1961、1970：668）。
秋月龍珉（1921–1999）3が記録した会話のなかで、大拙は、父了準についての
記憶を語っている。大拙によれば、父の職業である医術は、人を助ける「仁術」
と考えられており、金銭を問題としなかったという。了準は徳川幕府下の制度
にしがって、加賀金沢の本多家に属する医師であったが、町医者として診断す
ることも許されており、年末になると町の人々は相応の謝礼を持参し、そうで
ない者は農耕や漁撈で得た食物をもってきて治療の礼としたという（1992：7）。
大拙はまた、母増がそうした謝礼の包み紙をきれいにのばして保存していた姿
をあわせて回想している。ものを大事にする増の思い出が大拙にも影響を与え
たのではないかと秋月は述べているが、確かに大拙は、晩年まで手紙の封筒や
反故紙をていねいに披いて原稿用紙として使っていた（7–8）。現に大拙が最晩
年に翻訳した『Hekigan-roku』（『碧巌録』、2012 年にやっと出版された4）でも、
2

『也風流庵自伝』は NHK 第二放送によって記録され、古田紹欽により編集された（鈴木、

自叙伝、1961、1970：668）
。1961 年の『鈴木大拙選集』の別巻に初めて収められ、のち 1970
年の『鈴木大拙全集』第 30 巻（またはその 2000 年代の新版）に『自叙伝』として再録さ
れた。
3

この章の大拙の若き時代に関する情報の大半は秋月の『世界の禅者———鈴木大拙の生涯』

（秋月、1992）に拠っている。秋月による伝記は、主に晩年の大拙との対談から生まれた
ものである。ただし、大拙の初期の人生の回想に齟齬があることを、秋月自身も認めてい
る点に留意されたい。秋月による伝記の内容は、実際の出来事から何十年も経過した後に
老年の大拙と交わした会話に基づいている。一部、史実性を欠いた点があるものの、それ
らは大拙が自身について抱いていたイメージを示す話として注目に値する。
4

参考文献リストを参考のこと。
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飛行機会社のメモ帳やもらった手紙の裏紙などが原稿用紙として用いられてい
る。
父からの影響
秋月によると、了準は、金沢の一流の知識人であった。京都でオランダの医
学を勉強しただけではなく、儒教の経典にも深い関心を持っていた。了準の本
棚には、自分で書き写した伝統的な漢方の本が、当時の最先端の蘭学の医学書
と並べて置かれていた。そこにはさらに John Stuart Mill ジョン・スチュアート・
ミルの『自由の理』
（『On Liberty』）など、当時の政治的・思想的な風潮を示す翻
訳書もあり、了準の現代的な関心を物語っていた（秋月、1992：8）。後年、大
拙が北鎌倉に設立した松ヶ岡文庫には、今もなお了準自筆の漢詩集が収蔵され
ている（1992、10）。大拙自身も「明治の精神と自由」（『東洋と西洋』）という
文章で、当時のことを次のように書き記している。
自分の家は代代医者であつたので、頑固な武士気質と云ふよりも、寧ろ其
頃のインテリ級に属してゐたのである。それで自分の父も早くから京都
———長崎であつたか———へ出て、新興のオランダ医術をまなんだもの
らしい。自分がまだ母の膝に抱かれてゐた頃、父は上の兄三人に、朝食の
前、まだ開けない御膳の上に、自著の「衛生訓」と「修身訓」とを載せて、
それを読んで聞かせてゐたのを覚えてゐる。その時の記憶は今に残つてゐ
る。何でも早く大きくなつて、兄達と一緒にその本を習ひたいものだとの
希望であつた。両教訓書の内容は其頃としては余程近代的なものであつた。
父は仏壇内の位牌を儒教式に替へたほど、儒教に親しんでゐたが。「修身
訓」は儒教一点張りでなかつたと記憶する。家には福沢諭吉の著書もあり、
ミルの『自由の理』もあつた。新知識の獲得に忙はしかつたことは、それ
で窺はれる。自分が六つの時、父が亡くなつたので、父から直接の教へを
うけることはなかつた。それでも新時代に処する用意は父によりて死後に
残されたと云つてよい。（鈴木、1948、1969：211）
もと亨太郎の所有であったという了準の手書きの書物が、大拙自身が用意し
た桐の箱に収められて、今も松ヶ岡文庫に収蔵されている。上の回想に見える
16
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「衛生訓」と「修身訓」は、
『衛生十二字歌』と『修身十二字歌』のことで、そ
の写真と説明は、今、松ヶ岡文庫のウェッブページで見ることができる5。いず
れも、一行 12 音の漢字カタカナまじりの句で構成されており、今、秋月（1992：
11–12）にも録されている。
『衛生十二字歌』は全体として緒方惟準（1843–1909）の『衛生新論』に基づ
くものとのことで、「穀物食ハ燃素トテ、吾カ身体ヲ温暖ニシ」などと見える6。
さらに興味深いのは、新しい社会においてどのように道徳的な人間を育てるべ
きかという問題を広く取り上げた『修身十二字歌』である。明治時代に入って
日本人がはじめて、西洋、特にイギリス風の「自由」などの概念に出あい、そ
れによって生じた数多くの社会の変化がこの書物の背景となっている。了準に
とって「道徳」とはいかなるものであったか、この本から推測できる。
「好ミ悪
ムノ真心ハ、天ノ賜ハル所ニテ」の一句から始まる『修身十二字歌』は、松ヶ
岡文庫の説明によれば、全体的に阿部泰蔵（1849–1924）が 1874 年（明治 7）に
和訳した『修身論』に基づいているという7。アメリカの哲学者でバプテスト派
の牧師であった Francis Wayland フランシス・ウェーランド（1796–1865）の
『Elements of Moral Science』（1835）を文部省の依頼で翻訳したもので、当時の
日本で広く教科書として用いられたものであった。
このほかにも了準は、自分の子供たちのために、
『西洋三字経』を著している。
じゃくしゅい

この本は、大橋 若 水 『本朝三字経』のスタイルを真似て、わずか 528 字で、
西洋の歴史の全体を分かりやすく覚えやすい形にまとめたもので、最初の一句
は「昔西洋、有洪水。———昔、西洋に、洪水あり」。旧約聖書のノアの箱舟の
物語であった（ちなみに大橋の『本朝三字経』は、さらに中国宋代の『三字経』
を真似たものであった）。漢文古典と西洋文明が表裏一体となった大拙の思考様
式と表現様式は、父の感化のもと、すでにこの頃から準備されていたのであっ
た。秋月の記す大拙自身の回想によれば、大拙が著述を業とするようになった
のも、やはりこの父の影響であったという。

5

http://www.matsugaoka-bunko.com/ja/collection/book.html

6

「燃素」
（英語：
「phlogiston」
）というのは、科学の死語で、現代の「代謝」、
「燃焼」や「酸

化」などを説明しようとした 18–19 世紀における科学的な仮説を指す言葉であった。
7

http://www.matsugaoka-bunko.com/ja/collection/044.html
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何が書かれてあるのか、父が何を話しているのか、なんにも分かりはしな
かったが、「わしも早く読みたいものだな、こういう本が書いてみたいな」
と思った感じが、今に残っている。わしがのちにものを書くようになった
のも、こういうことが一つの因縁になっているのだな……（秋月、1992：
10）
だが、さきの回想にもあったように、大拙がわずか六歳のとき、父了準が世
を去った。1876 年（明治 9）11 月 16 日、享年、54 歳。幼い大拙には、その時
はまだ死というものがなんであったかよく分からなかった。葬式が 11 月に行わ
れたので、金沢からそう遠く離れていない野田山で菊の花が沢山並んでいたこ
とと、あとはなぜか、棺に土塊を投下したことを覚えていると語っている（秋
月、1992：34）。
了準の死のために、大拙家の将来はとりわけ暗いものとなった。勝尾金弥の
フィクション化された伝記によれば、了準はにわかに病を得て数日のうちに亡
くなってしまったという。その病名ははっきり記されていないが、当時大変に
流行っていたコレラであった可能性が暗示されている（勝尾、2004：174、190–
92） 8。病名はともかく、父の病死と一家の困窮は、時代背景と無関係ではなか
った。1876 年（明治 9）8 月、米の支給による給与が法律令によって現金に変え
られ、地税などに関する様々の法律も書き換えられ、侍階級の人たちの立場は
危うくなっていった9。さらに 1877 年（明治 10）の明治政府と旧薩摩藩士族と
の間の西南戦争が齎したインフレのせいで、鈴木家はいっそう貧困の問題に覆
われるようになり、生活を守るために、家屋の半分を人に貸すしかなかったと
いう（秋月、1992：14）。
大拙の姉柳は、師範学校を卒業したいわゆる「ハイカラ少女」であったが、
父が没した時にはすでに小島家に嫁いでいた。長兄元太郎は、二十歳になる前
に 15 歳か 16 歳の女性と結婚した。父了準の生前、元太郎はそのあとを継ぐた
8

ちなみに、秋月の外に、勝尾金弥が『この父にして———藤岡作太郎、鈴木大拙、木村滎

の幼時』
（2004）で、大拙やその家族について想像的に物語っている。研究的なものではな
いが、その当時の雰囲気がよく再現されているといえるであろう。
9

1868–1876 年における武士の給与とその制度変更については、例えば、Beasley ビーズリ

ーの『The Meiji Restoration』
（1972：368–69）を見よ。
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めに医学を勉強していたが、父の没後、大拙には分からない理由で、普通の学
校に通い始め、結局、小学校の教員として勤めるようになった。次男の亨太郎
は、司法官になる希望をもち、
「書生」として人の家に泊まり込んで法学を勉強
することになった。大拙よりはほんの少し年上であった三男の利太郎は、1877
年（明治 10）、11 歳で亡くなった（1992：13）。
大拙がいうように、二年のうちに夫と息子をつづけて亡くしたことが、母に
大きなショックを与えたことは間違いない。しかも、上の二人の子もすでに家
から出ていたので、一家はたいへん不幸な状況に陥った（鈴木、1961、1970：
569）。
増の心に宗教的な気持ちが強くなり、増は毎朝仏壇を拝むようになった。鈴
木家は臨済宗の寺の檀家であったが、曹洞宗の比丘尼がよく読経に来ていた。
「いかにもさっさとして、なんの頓着もない。きちんとしていて、少しもだら
だらしたところはない」、そんな尼僧の姿の記憶ために、大拙は晩年まで、カト
リックの修道女に対しても尊敬の気持ちをもっていたという（秋月、1992：16）。
母増とその宗教心
増の宗教に対する気持ちは益々強くなり、大拙が７歳か９歳かの時、浄土真
宗の分派である「秘事法門」に入信した。秘事法門は、南北朝時代（1336–1392
年）から北陸において少なからぬ信者をもち、大拙の当時にも加賀で流行って
いた。増は大拙にもその「洗礼」を受けさせた。その儀式は、恐らく自宅にお
いて、宗門の仲間と一緒に行われたであろう。大拙の記憶によれば、膝をつい
て座らされて、「先達みたいな男がいて、『南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏』と、
なんべんでもやたらに称えさせる……［省略］……わしの上半身を持って、そ
の男が前後にゆすぶるのだ。三十分一時間か、時間を覚えているといいのだが、
そうしているうちに、いい加減のころにその運動をひょっととめてしまう。そ
のときに、心理的な変化が出るのだ」（1992：17）。大拙には結局、期待された
「変化」はおこらず、ただ「ちょっとびっくりした気分」になっただけだった
というが、大拙はこのような方法を「宗教心理」一般に拡張して、
「心理的に一
つのユニフォーミティ・コンシャス（意識の統一）ができ」たところで「ひょ
っと刺戟」があると、
「そこにコンシャスネス（意識）が動」き「その刹那に『悟
り』というものがある」という解釈を加えている（18）。臨済宗の師家であった
19
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秋月による整理という偏りもあるかも知れないが、大拙の宗教理解が、意識の
高度の凝住から瞬間的激発へという「始覚」的な———つまり看話禅的な———
開悟体験を起点としていたことがうかがわれる。
ただし、大拙は、そうした体験を「機械的」におこそうとすることには批判
的だった。大拙はその種の禅として、原田祖岳（1871–1961）の「弟子のお師家
さんたち」———すなわち安谷白雲（1885–1973）ら———を意識していた（18）。
大拙は長年、安谷と親交をもっていたが、その指導法には賛同できず、特に安
谷の「乳母的な」方法が気に入らなかったようである。例えば、晩年、1963 年
（昭和 38）7 月 31 日の Lunsford P. Yandell ランズフォード P.ヤンデル宛ての手紙
では、安谷について「methods of training pupils is not in the right direction」（「修行
者に対する指導法が方向違いだ」）といい、その生徒は正しい方法が分かってい
ないので、子守り歌を歌う乳母に「fine baby」（「良い子、良い子」）と言われて
いるようなもので、ただ気持ち良くなっているだけだ、と書いている（鈴木、
『書
簡四———一九五八―一九六六』、2003：339）。安谷は、三宝教団の設立を通し
て世界に居士禅を広め、ある意味では、釈宗演の後を継いだ人とも言えるが、
大拙には、親交はあっても、その指導方法を認めることができなかったのであ
った。この問題は晩年の大拙を悩ませることになる。
十代の学校生活
1875 年（明治 8）、本多町に初の小学校が設立され、大拙はそこに入学した。
半期に一度、上の学級に進むための試験があったが、最初の試験のときには父
親はすでに亡くなっていた。よい成績で進級し、西洋の教科書の日本語訳版『小
学読本』5 冊を褒美にもらった。当時、学校で使用されていた教科書は、単に西
洋の教科書を翻訳したものであったため、中には「神は天地の主宰にして、万
物の創造者」といった文言も含まれていたという。しかし、1882 年（明治 15）
4 月、11 歳のとき、何故か小学校を卒業する前に、増は大拙を、了準の友人で
あった数田順が営む私塾に移した。そこでは生徒たちは、儒教の四書五経など
の漢文を学んでいた。結果、大拙は初期に、儒教やらキリスト教やらの「ゴチ
ャゴチャの教育」を受けることとなった（秋月、1992：21）。漢文古典と西洋文
明の混在・並存は、家庭内のみならず、ひろく時代の空気でもあったのだった。

20
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1882 年（明治 15）、大拙は石川県立専門学校に入学し、そこで後に生涯の友
となる、哲学者の西田幾多郎（1870–1945）、倫理学教授の山本良吉（1971–1942）、
東京帝国大学の国文学者、藤岡作太郎（1870–1910）らに出会う。この学校はほ
かにも多くの思想家や官僚を輩出している。大拙は友人らと共に、数ヶ月間に
わたって月刊雑誌の編集を手伝ったが、これはかれにとって、著作家・編集者
としての初の真剣な試みの一つであった。
1887 年（明治 20）、16 歳のとき、大拙は 4 年間通った初等中学科を卒業し、
人生において唯一の正式な卒業証書を手に入れた（はるか後年、研究『Studies in
the Laṅkāvatāra Sūtra』や『Essays in Zen Buddhism』などによって大谷大学から博
士号を受け、1959 年にハワイイ大学から名誉博士号を受けてはいるが）。卒業証
書には、校長や他の教師の署名に並んで、学習院の 14 代目の学長となった数学
教師、北条時敬（1858–1929）の署名もある（秋月、1992：23）。
大拙と西田は、北条の授業によって数学に興味を持つようになった。彼らが
禅に興味を持つようになったのも、北条の話がきっかけであった。北条はのち
に大拙に決定的な影響を与える今北洪川（1816–1892）に参じた、本格の居士で
もあった。大拙は学友たちから伝え聞いた北条の話に刺激され、修行について
尋ねるために禅寺を訪れたりもした。ただし、それは呆気ない失敗に終わった。
大拙はいう。

家を離れて遠い町に出たのだが、生まれて初めてだったし、部屋に坐禅し
ていても誰もそばへ寄ってこないし、何か心の中がさみしくなって、二、
三日すると家が恋しうなった。なんというて帰ったか分からんが、とにか
く帰ってきてしまった。予備知識も何もなしに寺へ行くのが第一無茶なの
だが、それでもあのときに、もう少し誰かがなんとか手引きしてくれたら、
続けて参禅ができたであろうと思うけれども、そのときは何がなんだか分
からんままに終わった。（秋月、1992：60）
石川県立専門学校で過ごした時間は、のどかなものであった。しかし、1885
年（明治 18）、教育制度に大きな変化が導入され、全国的な標準化が行われると
共に、厳しい規律が導入された。これ以前、教師はゆったりしたアプローチを
取っており、机の上に腰かけて講義する光景も見られた。また、生徒のうちに
21
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上下の区別はあまりなく、大拙とその友人らは、一つの大きな家族の一員であ
るかのように感じていたという。
しかし、当時、日本の生活の様々な面に広がり始めていた軍国主義的な態度
は、学校制度において最も顕著に表れた。大拙の通っていた学校の運営は、鹿
児島県出身の県会議長、柏田盛文（1851–1910）が取り仕切るようになった。柏
田は、旧薩摩藩の系統の、もと警察官などであった人々を舎監・監督職員とし
て連れてきた。文部省は元来、1871 年（明治 4）、フランスを基にした運営モデ
ルと米国の実用主義的な内容に基づいて創設されており、大拙は若い頃、家族
的な教育を受けることができた。しかし、1885 年（明治 18）に大拙らの学校に
訪れた変化は、生徒間のヒエラルキーと天皇への忠誠を強要する大きな流れの
一部であり、このような流れは 1890 年（明治 23）に発布された「教育ニ関スル
勅語」で確固とした形を取ることとなったのであった。
秋月は、
「全体が一家族というような温味のある」環境が、突如として「規則
ずくめな武断的な学校」へと変わってしまった、という西田の文章を引いてい
る（西田、1966：247）。西田とその友人らは文芸に傾倒しており、非常に進歩
的な考えを持っていたが、それはこの新しい支配者にはまったく歓迎されなか
った。それだけではなく、西田とその友人らは新しい教師は学問が不足してい
るとも感じており、次第にこの状況に対して不満を抱くようになった。特に山
本は自らの意見をオープンに語ることを好んだため、もはやこのような学校を
楽しむことは不可能であった。
大拙自身は、1888 年（明治 21）に家庭の事情から、入学後まもなく高等中学
校を退学したが、その後すぐ、山本は学校に反対して退学しており、ほどなく
西田もそれに続いた。他の同級生たちは、西田らが「学校を出された」のだと
憶測していたようだが、実際はそうでないと西田は語っている（西田、1966：
247）。西田とその友人らは、人生に新しい、制約のない道を切り開きたいと考
えていた。大拙は、公私ともに主にその発言に控えめであったため、学校の新
しい雰囲気に居心地の悪さを感じていたものの、特にそれと闘うこともしなか
った。しかし、1889 年（明治 22）に大日本帝国憲法（いわゆる明治憲法）が公
布された際には、西田、山本、その他の友人らとともに「頂天立地自由人」と
書かれた看板を掲げ、記念写真を撮っている（ちなみに、この年は、和辻哲郎、
Martin Heidegger マルティン・ハイデッガー、Ludwig Wittgenstein ルートヴィヒ・
22
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ウィトゲンシュタイン、Charlie Chaplin チャーリー・チャップリン、Adolf Hitler
アドルフ・ヒトラーなどが生まれた年でもあった）。Pyle の次の説明は、彼らの
高揚した自由謳歌と反骨の精神の、よって来るところを教えてくれているよう
である。
束縛の多い徳川制度が打破された結果、青年の活気と実験的試みにとって
は、思いもよらぬほど好意的、同情的な新しい状況が生み出されたのであ
る。日本の青年は、革新とか新発見とかが賞讃の的となるような、未完成
で形成途上の社会秩序の中で成長した。…（中略）…明治初期における変
きずな

化の大きさ———とりわけ家族的な 絆 の弱まり、新しい職業集団の登場、
新しい文化の流入———は、徳川時代にはほとんど想像できないほど青年
の自己表現や出世のための機会をつくり出すうえで有利に働いた。（パイ
ル、1969、2013：22–23）（原文：Pyle、1969：6–7）
大拙が今日の高等学校に当たる学校（第四高等中学校）に通ったのは、結局、
1888 年（明治 21）4 月から 7 月のわずか 3 ヶ月間に過ぎなかったが、大拙が秋
月に語ったところによると、青年時代の読書を通じて、多くの著名な作家の影
響を受けたという。そのような作家として、大拙は、孔子、老子、荘子、Spinoza
スピノザ（1632–1677）、Spencer スペンサー（1820–1903）、Rousseau ルッソー（1712–
1778）、Darwin ダーウィン（1809–1882）、Emerson エマーソン（1803–1882）、有
賀長雄（1860–1921）、西周（1829–1897）、福澤諭吉（1835–1901）、三宅雪嶺（1860–
1945）10、徳富蘇峰（1863–1957）などの名を挙げている。秋月は、これは大拙
がどのような教育を受けたか、その概要を知る良い手がかりとなるとしている
が（秋月、1992：29）、ここで特に注目しておきたいのは、徳富蘇峰と三宅雪嶺
である。大拙はのちに徳富や三宅の編集する雑誌に複数の論文を発表しており、
徳富とは個人的な交渉ももつようになった。徳富が大拙の人生の中で継続的に
重要な役割を果たしたことについては、後ほど詳述したい。

10

三宅雪嶺の父親は、大拙の父親の了準が現役のとき、近くの町で了準と同じく本多家の

医者として勤めていた。三宅自身は、後に大拙が複数の記事を発表した雑誌『日本人』を
出版した政教社の創設者のひとりであった。
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就職
家計の逼迫から、大拙とその母は、これ以上学校に通うのは現実的ではない
と判断した。また、西田と山本の新しい学校制度に対する意見を考えれば、大
拙にとって学校を去るという選択は、さほど難しいものではなかったのかもし
れない。1889 年（明治 22）、大拙は英語教師として石川県珠洲郡飯田町小学校
で働くことになった。数ヶ月間、月給 5 円で働いたが、その間は蛸島小学校に
勤務していた兄の元太郎と一緒に蛸島に住んでいた。大拙は特に英語教師の職
を求めたわけではなかったが、元太郎に職探しを手伝ってもらったところ、二
人が暮らしていたところから数キロ離れた飯田町に職を得ることになったので
あった（1992：31）。
蛸島に住んでいたころ、大拙は唯識の学者として有名であった浄土真宗の僧
はなぶさごんゆう

侶、 英 厳友と交流があったという。若いころ、大拙は進んで悟りの心理学に
ついての文章を書いていたが、大拙の思想は唯識論にのみ影響を受けたもので
はなく、むしろ自身の手でまったく新しい心理学を編み出そうとしていたもの
であったと秋月は評している（32）。
飯田町小学校で働いている間、大拙は兄と同居した後、1989 年（明治 22）11
月に蛸島にあった畠山雄之助の家に移っており、同年 12 月には、さらに飯田町
にあった富田久太郎の家へと引っ越している。その後、1890 年（明治 23）1 月
に能美郡美川小学校の英語教師として新しく職を得て、今回は月給 8 円で一年
間勤めた11。ここで働き始めて数ヶ月が経った 1890 年（明治 23）4 月 8 日、大
拙の母、増が亡くなった。59 歳であった。大拙は増の臨終の場にはいなかった
が、後年、西田を追悼した文章のなかで、最後に母親の顔を見るために棺の蓋
を開けたときのことを回想している。
「どんなようすであったかは、まったく覚
えがないが、そのときの感情は今に残っている。それは母の死骸はここに収ま
っているが、母は死んでいないということであった、何故にそのように感じた
かは分からぬが、自分は母を見てそう直感した。そしてその直感はかなり強い
ものであったと見えて、今でもそれが生き生きと残っている」
（秋月、1992：34
引『西田幾多郎（その人と学）』）。
11

1890 年、美川小学校で大拙の階級が訓導（第二次世界大戦前の職階）に上がった際の証

書は、松ヶ岡文庫のホームページで閲覧できる。
http://www.matsugaoka-bunko.com/ja/collection/033.html
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1890 年（明治 23）、母増が亡くなった直後、5 月に大拙は浄土真宗の徳証寺に
滞在している。しかし、一年の労働契約が終了すると、大拙はすぐ金沢を出発
した。21 歳、大拙の本当の意味での人生の旅が始まった。当時独身であった上
から 2 番目の兄亨太郎が、外国人の主な交易拠点であった港町、神戸に滞在す
るよう大拙を招いた。亨太郎は、もし大拙が東京に移って学問を続けたいのな
らば、神戸で数ヶ月間、食事の支度と帳簿の管理を手伝ってくれれば学費を援
助しようと申し出た。
兄の支援を得て神戸から上京した大拙は、1891 年（明治 24）5 月上旬、本郷
駒込西片町 10 番地にあった久徴館という寮に入った。久徴館（今日の東京大学
のキャンパスの近くに位置していた）は、元加賀大名の前田侯爵によって、旧
加賀藩の子弟のために建てられたものであった。
ここで、大拙は、生涯の友となる安宅弥吉（1873–1949）と出会う。安宅は後
に安宅産業という巨大な総合商社を取り仕切った人物である。同社は 1970 年代
まで継続されたが、その後、1975 年のオイルショックに起因する財政難から伊
藤忠商事株式会社に吸収合併された。
安宅産業は、ピーク時には日本の歴史の中でも最も繁栄した会社の一つであ
り、最高で 2.6 兆円の利益を記録している。安宅は 1936 年に南満州鉄道の監事
を務めたが、そうした実業面の活躍のかたわら、禅に対しても、強く継続的な
関心を持っていた。安宅の友情と経済的な支援は、大拙の人生に多大な影響を
与えた。大拙と安宅は共に石川県立専門学校に通っており、安宅は大拙よりも 3
～4 年下の学級だったが、初めて友人となったのは久徴館に入ってからだった。
秋月が大拙から聞いたところによると、この二人の若者が寮に住んでいた際
に以下のようなやり取りがあったという。
かないわ

安宅：
「僕は将来金持ちになる。銭屋五兵衛（1774–1852）は、加賀の金石の
出身だ。僕も五兵衛のように外国貿易をやって、金をもうけて日本の国の
富を増すのだ」
鈴木［大拙］：「僕にはどうもそういうことはできんから、大いに学問をし
て学者になる」
安宅：「そうか、学問をやるためには金が要るだろう。学者は貧乏だから、
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そのときは僕が金を出そう」
鈴木：「それはありがたい。ぜひたのむ。お互い大いにやろう」
（秋月、1992：39）
安宅の慈善事業は幅広く、おそらく事業の繁栄のために若者に投資したのと
同様に、日本に価値を与えるために大拙に投資したいと考えたのだろう。安宅
は若き日の大拙との約束を守り、大拙の著作の出版資金や京都の住居を提供し
たり、今では大拙の知的な遺産となった松ヶ岡文庫を北鎌倉の東慶寺（明治期
まで円覚寺の尼寺）内の建設資金を用意するなど、大拙の多くの重要なプロジ
ェクトを支えることになる。

今北洪川と釈宗演———鎌倉円覚寺での参禅
東京で、大拙は、まず早稲田大学の前身である東京専門学校に学んだ。1891
年（明治 24）6 月 1 日からここで学び、坪内逍遥から英語を習ったりしたが、
長続きしなかった。入学後まもなくの 6 月 27 日から 7 月 5 日まで、大拙は、寮
から 50 キロメートルほど離れた、北鎌倉の円覚寺に滞在した。9 月に東京に戻
り、おそらくは退学の手続きをさっさと終えて、11 月に再び円覚寺に戻り、翌
年の 2 月までそこに滞在した。東京にいた頃、一時、谷中の「全生庵」で荻野
独園（1819–1895）に師事したこともあったが、大拙にとって、本格的な参禅の
場は、何と言っても、円覚寺であった。
大拙が円覚寺に滞在した際、その住持であったのは、のちに大拙に深い影響
を与えることになる著名な禅僧、今北洪川（1816–1892）であった。大拙は、当
初、同郷の友人でのちに南満州鉄道株式会社の社長も務めた早川千吉郎（1863–
1922）12の紹介で円覚寺に出入りするようになったが、金沢時代の恩師北条時敬
も洪川に参じた居士であり、その他にも金沢時代の人間関係から、大拙は円覚
寺と複数のつながりを持っていた。
しかし、大拙の入門からまだ数ヶ月しか経っていなかった 1892 年（明治 25）
12

大拙の兄である亨太郎も婚姻関係によって早川という家の養子となっている。早川とい

う姓は珍しいものではないが、大拙と千吉郎の間に縁戚關係があった可能性もある。1879
年当時の金沢市の人口が 108,328 人に過ぎなかったことを考えると、あながち非常識な想像
でもなかろう（1880 年石川県統計表、1882 年発行）。
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1 月 16 日、洪川が突如、遷化（他界）した。大拙はたまたまその場に居あわせ
た。4 月 11 日、その弟子の釈宗演（1860–1919）が新しく管長に就任した。大拙
は、東京と北鎌倉の間を行き来しながら、宗演の下で参禅修行を続けた。
宗演は、洪川の後を継承しただけではなく、自身の手で日本と世界における
宗教の在り方を大きく変え、一般の人々が禅の教えを享受できるよう道を切り
開いた。宗演は 34 歳という若さで円覚寺の運営を担うことになったが、伝統的
な臨済禅の修行を早々にしあげたあと、慶応義塾で 3 年間学び、セイロン（ス
リランカ）でパーリ語と上座部仏教を学ぶなど、禅僧としては珍しい教育を受
けていた13。
実際には洪川も、居士禅の指導にも努め、それまで社会と隔絶していた禅院
を広く人々に開放し、禅の近代化に大きく貢献した。20 世紀の日本と北アメリ
カの一般社会に広がった禅のムーブメントにおいて、重要な役割を果たした人
物の幾人かも洪川をルーツとしている。今日から見れば、洪川のそうした一面
も逸することはできないが、『今北洪川』と題された 1962 年（昭和 37）のオマ
ージュにおいて大拙は、洪川と宗演を、かたや枯淡な伝統的禅僧、かたや進取
の気象に富んだ近代的禅僧、という、対比的なイメージのもとに描き出してい
る。それは、後の大拙自身の思想構造の投影でもあったように思われる。
『今北
洪川』から両者に関する記述を一つずつ引いておく。上の一段が洪川、下の一
段が宗演に関するものである。

今覚えて居るのは、いつかの朝、参禅と云ふものをやつたとき、老師は隱寮
の妙香池に臨んでいる縁側で粗末な机に向かわれ、簡素な椅子に腰かけて、
今や朝餉をお上がりになるところであつた。それが簡素きわまるもの。自ら
土鍋のお粥をよそつて、お椀に移し、何か香のものでもあつたか、それは覚
えていないが、とに角、土鍋だけはあつた。そしていかにも無造作に、その
机の向う側に在つた椅子を指して、それに坐れと云はれた。その時の問答も
亦、今全く記憶せぬ。只々老師の風貌の、如何にも飾り気なく、如何にも誠
13

宗演らの禅の近代化の過程と意義については、モール、
「近代『禅思想』の形成———洪

嶽宗演と鈴木大拙の役割を中心に」（2002）
。また宗演ら明治期の僧たちが仏教の源流を求
めてインド・スリランカなどを探訪した状況については、ジャフィ、
「釈尊を探して———
近代日本仏教の誕生と世界旅行」
（2002）参照。
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実そのもののやうなのが、深く吾が心に銘じたのである。或る点では西田君
に似通ふところがあるやうに、今考へる。虎頭巖（隱寮は妙香池の畔、虎頭
巖の上に在つて、老樹で掩はれている）で、白衣の老僧が長方形の白木造り
の机に向つて、夏の朝早く、土鍋から手盛りのお粥を啜る———禅僧と云ふ
ものはこんなものかと、そのとき受けた印象、深く胸底に潛んで、今に忘れ
られず。（注、西田幾多郎君も昭和二十年六月七日に故人になつた）（鈴木、
1945、2001：176–77）
宗演師の生活は、いつも必ずしも伝統に囚はれなかつた。禅への修行を了
へてから、慶應義塾へ入学し、それから錫蘭へ行つて南方仏教を実地に生
活せられた。帰国せられてからは、禅堂で雲水を接得することのみに没頭
せられなかつた。適当な後継者を得られてからは、東慶寺へ隱退して、諸
方の攝化に維れ日も足らずと云ふほどであつた。師の門に入つたものは、
社会の各階層にわたつて実に千を以て数ふるであらう。師はまた、シナへ
も欧米へも行脚せられた。外人の弟子もあつた。此の如く広く行化の跡を
印せられたものは、近代の禅僧としても仏教徒としても、稀有に属する。
（鈴木、1945、2001：229）
ちなみに宗演は「洪嶽」という道号や「楞迦窟」という室号でも知られてい
るが、
「楞迦窟」の号が『楞伽経』にちなみ、その「楞伽」が宗演が上座部仏教
の修行をしたセイロンのことであることは言うまでもない。後に、大拙が
『Studies in the Laṅkāvatāra Sūtra: One of the most important texts of Mahayana
Buddhism, in which almost all its principal tenets are presented, including the teaching
of Zen』（1930；「楞伽経の研究：（この楞伽経は）禅の教えをも含んで、その中
心となる教義のほとんどが披露されている、大乗仏教の最も重要な経典の一つ
である」）という長い題名の論文で大谷大学から博士の学位を授与されることに
なるのも、何かの因縁と言うべきであろうか。
この時期、具体的には 1892（明治 25）年 11 月、西田の助言を受け、大拙は
東京大学の前身である東京帝国大学文科大学の哲学科に「選科生」
（聴講生）と
して入学した。しかし、西田の「東京文科大学選科」（秋月、1992：43–47 引）
という文章によれば、図書館でも閲覧室に入ることを許されず廊下の机を利用
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せねばならないなど、「選科生というものは非常な差別待遇を受けていた」「ま
ことにみじめなもの」であったという（44）。そうしたこともあってか、また参
禅の情熱が勝ってか、ともかく大拙は大学にはあまり熱心に通わず、もっぱら
円覚寺での参禅に邁進したようである。後年、西田は、日訳本『禅と日本文化』
（岩波新書、1940 年）のために書いた序文で、当時の大拙のようすを次のよう
に書き記している。

我々が大学へ入る頃、君［大拙］は独り円覚寺の僧堂に行つた。その頃尚
洪川老師が居られたが、すぐ遷化せられたので、君は宗演和尚の鉗鎚を受
けることとなつた。暫く大学に来た事もあったが、全然雲水同様にして苦
修錬磨した。（鈴木、1940、1970：3）

宗演とシカゴ万国博覧会
1893 年（明治 26）の 9 月 11 日から 27 日まで、シカゴ万国博覧会の一部とし
て「The World's Parliament of Religions」（「万国宗教議会」）が開催され、それに
釈宗演が招かれた14。宗演は、他の 3 人の日本人僧侶と二人の一般人とともに太
平洋をわたり、それぞれ日本の臨済宗、浄土真宗、日蓮宗、天台宗に関する講
演を行った。
宗演のスピーチ原稿は、大拙が 7 月に円覚寺で夏休みを過ごしていた際に英
訳したものだが、このスピーチが議会の運営者の一人であった Paul Carus ポー
ル・ケーラスの目に留まった。日本への帰国後、宗演は大拙に英訳させた手紙
を 12 月 16 日付で Carus に送っており、その中で自身の宗教に対する姿勢を明ら
かにしている。その立場は、次の一段に凝縮されていると言えるだろう。
As for my part, I am a Buddhist, but far from being a conservative religionist, my
intention is rather to stir up a reformation movement in the religious world. In
other words, I am one who insists on the genuine & spiritual Buddhism to
renovate that formal & degenerated Buddhism. And I believe that if present

14

Ketelaar（1993）と Snodgrass（2003）がこの万国宗教議会や宗演と大拙の役割を詳細に分

析するので、その参照を強く勧める。
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Christianity be reformed it will become the old Buddhism, & if the latter be
reformed it will become the future religion of science which is still in the womb
of Truths, but which is steadily growing up there to be the focus of the power.（鈴
木、
『書簡四———一九五八―一九六六』、2003：435）
（「私について申し上
げますと、私は仏教徒です。しかし、保守的な宗教家とは大きく異なり、
私の意図はむしろ宗教の世界に再構築の流れを生み出すことにあります。
つまり、私は形式的かつ堕落してしまった仏教を、真で霊性的な仏教に刷
新すべきだと考えています。そして、現在のキリスト教が再編されるとす
れば、それは古い仏教になり、仏教が再編されるとすれば、それは未来の
科学の宗教になると信じています。このような科学の宗教は、まだ真実の
中で胎動し始めたばかりですが、今後の中心的な力となるべく、確実に成
長してきています。」）
宗演が、日本でも西洋でも未だ一般的ではなかった新たな独自の仏教観を提
示しようとしていたことが分かる。仏教を「刷新」しようとする試みは、現実
のものではなく、なお強い想像力を要するものであったろう。大拙がのちに、
伝統のワクにこだわらず、独特の仏教を提示するようになったルーツも、宗演
のこのような立場にあったといえるかもしれない。宗演は、自らが主張しよう
とする仏教を、これまで数百年間にわたって日本の仏教組織が取ってきた無味
乾燥で儀式的かつ閉塞的な態度とは無縁のものと考え、現状を大きく破壊する
意向を示していたのであった。
国際的「市場戦略」としての万国博覧会参加
万国宗教議会は、もちろん、どこからともなく現れたものではない。Judith
Snodgrass ジュディス・スノッドグラス（そして、その他 James Ketelaar ジェー
ムス・ケテラーなどの学者）が示した通り、万国宗教議会を目玉の一つとして
開催した世界コロンビア博覧会は、今日の万国博覧会がそうであるように、意
見を交換するための重要な場であるだけでなく、各国がその技術力と経済力を
発揮して、世界に向けて自らの地位をアピールし、貿易・外交についての有利
な状況を獲得する戦場でもあった。
アジアの各貿易港が強制的に開放された後に西洋が日本に課した「不平等条
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約」の改善を担ったのは、当時の外務大臣、陸奥宗光であった。陸奥が博覧会
の中心的な呼び物となった鳳凰殿を自ら担当し、あらゆるイベントで日本の代
表団による発表全体に対して絶対的な責任を負っていたのは、偶然ではない。
Snodgrass は、次のように述べている。
While fully aware of the economic advantages of participating in world
expositions, such as the opportunity to increase trade and develop new markets,
the Japanese government also saw participation in the Chicago fair as a chance to
influence Western public opinion in its favor.（Snodgrass、2009：18）
（「日本政
府は、世界博覧会に参加することは、貿易を増やし、新しい市場を開発す
るなど、経済的な恩恵をもたらすことを十分意識しつつ、世界コロンビア
博覧会への参加は西洋から日本に対して有利な意見を引き出すための機会
であるとも考えていた。」）
当時、日本は不平等な貿易条約によって大規模な赤字を出し続けており、ま
た、例えば 1887 年（明治 20）にはアメリカ憲法の下、ハワイでの日本人による
事業の設立が禁止されるなど、人種差別的な扱いも受けていた。そのため、日
本の側から言えば、日本がすぐれた文化に富む強力な国家であることを示すこ
とには極めて重要かつ切迫した現実的意味があったのであり、宗演らの訪米も
その一環をなすものだったのであった（Snodgrass、2009：23–24）。
しかし、米国の主催者は、外国からの参加者には厳しいルールを課す一方で、
自らはそれを無視するなど、
（社交的ではあるものの）傲慢で横柄な態度を取っ
ていたため、日本が博覧会で自国をアピールするのは困難であった（2009：60–
61、64、84、その他）
。日本の宗教代表団は、米国の主催者の真意に疑念を抱い
ていたので、自らの意見を述べることができるよう、慎重な態度で博覧会に臨
んだ。日本の代表団は全員、当時、
「新仏教」の名の下に仏教を再興しようとす
る動きに参加していた人たちだった（135）。そのため、この代表団の発表内容
からは、仏教に対する伝統的・保守的な要素が取り除かれ、西洋に向けて提示
された仏教は、もっぱら万国宗教議会のごく直前に固められたレトリック上の
パラダイムに基づいていた。すでに Snodgrass によって解明されているように、
代表団の発表に大きな影響を与えていたのは、日蓮、道元、親鸞、白隠など、
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従来の日本における宗教上の人物よりも、むしろ、仏教の近代化を担った井上
円了や Henry Steel Olcott ヘンリー・スティール・オルコット（1832–1907）のほ
うであった。Olcott は後に、1880 年代から 1890 年代初頭にかけて、アジア全域
において仏教の各宗派をすべて統一しようとする大規模な試みを行った人物で
ある15。
彼らは、それまで相互に結びつけられたことのなかった各宗派の教義から、
共通性を引き出し、簡易化された単一の仏教の教えを示すことで、統一性と一
貫性を備えた「大乗仏教」なるものを提示し、キリスト教の迷信的かつ保守的
と思われる側面を指弾しつつ、キリスト教と知的に対立するものとして仏教を
見せた。これを通じて、日本に文化的な誇りをもたらし、日本に対する国際社
会からの尊敬をかち取ろうとしたのである。
しかし、Snodgrass によれば、日本の代表団による発表はおおむね失敗であっ
た。表面的には興味を示しながらも、確固としたキリスト教信仰と東洋に対す
る抜きがたい優越感を持つ聴衆の、全面的な共感を得るには至らなかったので
ある。そうしたなかにあって、ただひとり、日本の代表団、とりわけ釈宗演の
主張に強い興味を示したのが、Paul Carus ポール・ケーラス（1852–1919）だっ
たのである（Snodgrass は、Carus がキリスト教的な「monism」
（「一元論」）の正
しさを証明する知的基盤として日本の代表団の発表に引き付けられたのだと考
えている）。
この約半世紀後、大拙が「新仏教」———かれが「大乗仏教」と呼んでいた
もの———を「ZEN」という名に置き換え、1950 年代から 1960 年代にかけてカ
リフォルニアとニューヨークを中心とした知識階級の間に熱狂的なブームをま
きおこしたのは、この時に日本の代表団が果たすべきであった任務を半世紀余
の時を費やしてついに完遂したものだった言うこともできるであろう。
Snodgrass は、後年大拙が提示した「ZEN」と、万国宗教議会への日本の派遣
団が「新仏教」あるいは「大乗仏教」というくくりで示したものが非常に似て
いると述べ、日本の代表団が配布した『Outlines of the Mahāyāna as Taught by
15

オルコットの伝記については、Stephen Prothero スティーヴン・プロセロ著『The White

Buddhist: The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott』を参照。特に、日本における宗派統一につ
いては、頁 123–30 を参照。
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Buddha』
（『大乗仏教大意』）というパンフレットの存在を指摘している。代表団
が作ったこの冊子は、他の信者を新仏教に改宗させるという目的に特化してお
り、また、「impart to those Christians who are willing to receive truth the light of
Buddhism」
（「真実を受け取る意志のあるキリスト教者に仏教の光を授ける」）と
いう目的を明記していた（Kuroda、1893：iv）。
大拙の事実上の処女作というべき 1907 年の『Outlines of Mahayāna Buddhism』
（『大乗仏教概論』）は、当時の浄土宗学本校初代校長であった Shintō Kuroda（黒
田真洞）の著述にかかる、この『Outlines of The Mahāyāna as Taught by Buddha』
（同じ 1893 年の『大乗仏教大意』の英訳16）と、内容、構成、文体、さらには
レイアウトにいたるまで、非常に多くの共通点をもつ。両書があまりにもよく
似ているので、大拙の『大乗仏教概論』が、黒田の『大乗仏教大意』に少許の
変更を加えた「改訂増補版」のように見えるといっても決して過言でないほど
である。シカゴ万国博覧会で配布された黒田の本を、大拙が見ていなかったと
は考え難い。かりに直接読んだことがなかったとしても、大拙の仏教に関する
表現が黒田の時代の知的パラダイムから決定的な影響を受けていたことは明白
である。それは明治時代の新仏教すなわち「大乗仏教」のパラダイムを多分に
含むものだったと Snodgrass は論じている。
黒田はその書のなかで———のちの大拙と同じく———諸宗教の統合を説い
ている。ただし、それはあくまでも「日本の大乗仏教」の下でいうコンテキス
トにおいてのみ語られている。つまり黒田は、暗示的に———さりとて、こと
、、、
さら覆い隠すこともなく———「日本の大乗仏教」を唯一の新たな世界共通宗
教として推奨しているのである。
大拙の論じ方はもっと微妙なものではあったが、Snodgrass によれば、大拙が
推めていたのも黒田と同じものであった（2009：62–63）。このような関係から、
Snodgrass は『Presenting Buddhism to the West』（2003）において、大拙を、井上
円了、釈宗演、黒田らの「新仏教普及者」の後継者と位置づけ、キリスト教に
優先するべき新しい普遍的な宗教として明治新仏教を唱えた人として、大拙を
描いている。

16

NDL では「仏教大意：大乗」として記録されている。ただし原著『大乗仏教大意』の存

在は確認できなかった。日本語原文のほうは公刊されていない可能性もある。
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黒田の『Outlines of The Mahāyāna as Taught by Buddha』の内表紙には「Carefully
examined by the scholars of the Tendai, Shingon, Rinzai, Sōtō, and Shin sects」（「天台
宗、真言宗、臨済宗、曹洞宗、浄土真宗の研究者により、慎重に審査された」）
と書かれている。これは万教帰一を説いた、先述のアメリカの仏教活動家 Steel
Olcott が、来日の際に呼びかけた、日本の十二宗派の統一、南北仏教の統一、と
いう主張を反映したものであった。
黒田自身は、浄土真宗の「Superintendent of Education」
（「教育の最高責任者」）
であったが、Stephen Prothero によると、浄土真宗はあらゆる宗派の中で Steel
Olcott による宗派統一に向けた活動に最も強く抵抗していたという。Prothero は、
「the militantly nationalistic and decidedly non-irenic Jodo Shinshu」（「軍事的、国粋
主義的、そして断固として非融和的な浄土真宗」（1996：125）において次のよ
うにいう：
...all but the Jodo Shinshu sect, the most stridently sectarian of Japan’s major
Buddhist groups, had sanctioned his Buddhist Platform.（130）（「……（前略）
……日本の主なる仏教宗派のなかでの最も宗派にこだわった浄土真宗以外
は、その全てが（オルコット）の仏教教義要綱を認めた。」）

そのような経緯を考えれば、宗派を超えたこの冊子において浄土真宗の黒田
が主導的な役割を果たしていることは、興味深い。想像をたくましくして言え
ば、今回は進んでこの仕事の先頭に立つことで遅れを取り返し、さらには、浄
、、、
、、
土真宗を他の宗派と同列に扱っているとみせながら、実はひそかに自宗をやや
、、
上位に置こうとする意図もあったかもしれない。
鈴木貞太郎、「大拙」になる
東京帝国大学と円覚寺の両方に通っていた間、大拙は東京の寮か、北鎌倉円
覚寺内の正伝庵に滞在していた。現在、円覚寺の敷地内に建っている正伝庵は
建て替え後のものであるが、今でも同じ名で呼ばれ、禅堂の前の妙香池を見渡
す場所に佇んでいる。小屋の後ろはぽつぽつと洞穴の空いた岩に面しており、
この岩は北西方向から寺の敷地のほとんどを凹型に囲っている。大拙は人生の
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うちの多くの歳月をこの正伝庵で過ごし、また、生涯にわたって幾度もこの正
伝庵に戻ってきた。
1894 年（明治 27）12 月、初めて大拙が「大拙」という名で記されている。宗
演の遺文に「吾参学居士鈴木大拙氏」と見えるのがそれである。「大拙」とは、
「大いなる飾り気なさ」という意味で、語は『老子』の「大巧は拙なるが若し」
に基づくが、近くは洪川の師である「鬼大拙」こと相国寺の大拙承演の道号で
もあった。宗演はこの居士号を与えるにあたって「大拙」の二字を大書し、そ
の傍らに次の句を書きつけて「入竺宗演」と署名している17。句は『槐安國語』
巻 2 からとられたものである。
大抵還他肌骨好
不塗紅粉也風流

お お よ

かれ

こうふん

ぬ

き こつ

かえ

よ

大抵そ他が肌骨に還さば好し
ま

ふうりゅう

紅粉を塗らざれども也た 風 流

素のままの地肌に立ち返ればそれでよし、紅おしろいなど施さずともなお風
流、というわけで、
「大いなる拙」の一語への恰好の著語となっている。大拙は
この句に基づいて、後年「也風流庵」の室号を用いることになる18。

17

http://www2.otani.ac.jp/daisetsumuseum/catalog/a/img/013.html

18

「也風流庵」の出典としては、通常「不風流処也風流」の句が挙げられるが、直接の典

拠はやはり宗演が居士号とともに書き与えた『槐安国語』の句とすべきであろう。ただし
「也風流庵」と号するに当たって、大拙が「不風流処也風流」の句を併せて念頭において
いた可能性は高い。この句が今北洪川の遺偈に採られているからである。
「忘却兮、忘却兮
／不風流処也風流／蒼龍俄爾巴蛇変／衲被冒頭万事休」
（鈴木、『今北洪川』、1945、2001：
210）
。春秋社版『鈴木大拙禅選集』巻 10『今北洪川』には伊豆山善太郎による注釈が加え
られており、その注 137 にこの「偈の大意」が次のように記されている、
「忘れたわい、忘
れたわい。老来仏法すべて忘却。その仏法らしい風雅な趣きもないところがまた風流風雅
というものだ（
『碧巌録』六十七則頌の圜悟の著語）
。自分は病気が重く、蒼龍も急に巴蛇
（巴もへび）になってしまった始末だが、布団をかぶって寝ておれば万事念頭にない」
（1992：287）
。なお「不風流処也風流」の句は『碧巌録』に先立って白雲守端の偈に見え、
小堀南嶺「鈴木大拙先生を想う」はそれを典拠として挙げている（西谷啓治編、
『回想鈴木
大拙』
、1975：173）
。
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渡米の希望
1895 年（明治 28）5 月、大拙は大学に通うのを止め、国内をさまよいながら、
様々な活動に携わる不安定な時期に入った。8 月に一週間にわたって集中的な坐
禅を円覚寺で行った後、9 月は横浜に移って真言宗の三会寺に滞在し、近くでパ
ーリ語の授業を受けている。大拙にもまた仏教の源流インドへの回帰を目指す
志向があったのであり、それはまたひろく明治新仏教の一般的な志向でもあっ
た19。
12 月、大拙は神戸にいる兄の亨太郎を訪ねた後、京都へ山本良吉らに会いに
行っている。円覚寺に戻った後（その間、三会寺にも滞在している）、宗演は大
拙のために 12 月 17 日付で Paul Carus ポール・ケーラスに手紙を書き、それを大
拙に翻訳させている。
Now I have something to ask your kind consent relating to the person of Suzuki
Teitaro whom you know as the translator of your “The Gospel of Buddha.” As you
are already informed, he is an earnest student of philosophy and religion, and his
ambition is to work for truth and humanity, not being anxious about worldly
interests. He tells me that he has been greatly inspired by your sound faith which
is perceptible in your various works, that he earnestly desires to go abroad and to
study under your personal guidance. If you will be kind enough to sypathise with
his ambitious intentions and to consent to take him under your patronage, he will
willingly obey to do everything you may order him, as far as he can. I deal with
him here as my ordained disciple. Though poor, he will be able to afford the
expense of the journey. He is of good character and diligent in study. I am sure he
can do his best under you.（鈴木、
『書簡四———一九五八―一九六六』、2003：
441–42）（「本日は、貴殿の著書『The Gospel of Buddha』の訳者としてご存
知の大拙貞太郎について、お願いがございます。すでにお知らせしました
とおり、彼は哲学と宗教を熱心に学んでいる学生であり、俗世的な利益に
惑わされることなく、真実と人類のために働きたいと切望しております。
彼は貴殿の様々な著作から感じられる素晴らしい信条に大きな刺激を受け、

19

前出、ジャフィ（2002）参照。
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是非海外へ行って貴殿の下で学びたいと申しております。もし、この大望
をご理解くださり、彼を貴殿の支援の下に置いていただけるのなら、彼が
できることならば、貴殿の指示に喜んですべて従う意向です。私はここで
彼を仏教の正式な弟子として受け入れております。貧しいですが、旅費は
賄えるでしょう。かれは、善良な性質の人で勉強に真面目なので、貴殿の
下で、彼は素晴らしくやっていけると確信しております。」
宗演と Carus の関係は、この後何年にもわたって続くが、上の手紙が送られた
時点で二人がどれほど親密な協力関係にあったのか、定かでない。Snodgrass は、
Sharf と Verhoeven が現存している手紙の内容と後年の大拙の回想との食い違い
を「to bolster their argument that Suzuki went to Carus to study his philosophy and to
emphasize Carus’s impact on his work」（「大拙は Carus の哲学を学びに行ったので
あるという主張を支え、大拙の著作に対する Carus の影響を強調する」）ために
利用している、と述べている（Snodgrass、2009：71 注 65）。
それに対して、Snodgrass は、大拙は自身を Carus の「apprentice」（「見習い」）
と考えており、明治時代の「新仏教」
（初めは「東洋仏教」として、その後「禅」
として再編されたもの）を広めるため、「learning the tricks of the trade: the
technologies of the dissemination of knowledge」（「仕事のコツを覚える、すなわち
知識を広めるための技術を学んでいた」）（2009：61）のだと述べている。
しかし、ごく正直に語ったと見える大拙晩年の談話で回想された、人生の目
標とキャリアに関する当時の迷いの話を参照すれば、アメリカへの旅にはもっ
と単純な意味もあったのではないかと思われる。すなわち、大拙は単に、養う
べき家族もなく、自分の将来や社会の状況には不安を抱き、ひろい世界に出て
新たな活路を求めたい、そんな明治期の青年の多くに共通した青雲の志といっ
たものもあったのではなかろうか。
いずれにしても、先に述べた宗演の手紙で大拙が選んだ言葉を見ると、Carus
が助手を探しているだろうと推測しつつ、宗演の助けを借りて、大拙自身のほ
うが Carus からの支援を希望していたことを強く示唆しているように見える。
Carus の側が進んで大拙を求めていたわけではないようだ。
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『新宗教論』
さて、上の宗演の手紙に見られる Carus の著作『The Gospel of the Buddha』の
日本語訳、すなわち、1894 年（明治 27）刊の『仏陀の福音』が、大拙の最初の
単刊の書物となった20。それにつづき、大拙初の自著として 1896 年（明治 29）
に刊行されたのが『新宗教論』である。
1997 年に Brian Victoria ブライアン・ビクトリアの『Zen at War』
（Aimee Tsujimoto
エィミー・ツジモト訳：『禅と戦争：禅仏教は戦争に協力したか』、2001、光人
社）が出版され、佐藤平や常盤義伸などの日本人学者の間に強い反応を引き起
こした。Victoria はその著作の中で、他の文化を劣ったものとして見下し、第二
次世界大戦における日本人の行いを正当化した極めて自民族中心的な考えを持
った人間として大拙を描いた。これは、過去数十年にわたって描かれてきた、
穏やかで哀れみ深い「世界の人」としての大拙のイメージと真っ向から対立す
るものであった21。
2001 年に日本語訳が出ると、Victoria のこの著作は広く知られるようになった
が、1990 年代から 2000 年代にかけて、大拙に対してこのような批判的なアプロ
ーチを取ったのは、実はこの本だけではなかった。大拙にまつわる雰囲気を変
えたその他の著作としては、序論でとりあげた、1993 年の Robert Sharf ロバー
ト・シャーフの論文「The Zen of Japanese Nationalism」22や 1993 年の Bernard Faure
バーナード・フォールの著書『Chan Insights and Oversights』
（Princeton University
Press）が挙げられる23。
20

松ヶ岡文庫のホームページと『鈴木大拙基礎資料』
（桐田清秀編）は共に 1895 年を出版

年としているが、国立国会図書館の複写の頁 353 には明治 27 年（1894 年）12 月 28 日印刷、
同 31 日に発効と記載されている。日付に関する混乱は年末に近かったことが原因かもしれ
ない。(http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/817349/21 を参照のこと。
）
21

『禅と戦争』の原著および訳書の種々の問題点については、石井公成の書評「ブライア

ン・ビクトリア著『禅と戦争———禅仏教は戦争に協力したか』」、
『駒澤短期大学仏教論集』
（2001、第 7 号）参照。
22

『History of Religions』第 33 巻、第 1 号（1993 年 8 月）、頁 1–43、The University of Chicago

Press 出版。
23

大拙批判をめぐる諸状況について、日本語では、末木文美士「内への沈潜は他者へ向か

いうるか———明治後期仏教思想の提起する問題」
『思想』（2002、11 月号「特集：仏教／
近代／アジア」
、のち『近代日本と仏教———近代日本の思想・再考Ⅱ』トランスビュー、
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ごくおおまかに言うと、Victoria がナショナリズムの側面から大拙を攻撃した
のに対し、Sharf は日本の優越性の理論を押し通すために仏教の思想を悪用した
という観点から批判し、Faure は一貫性のない、矛盾した哲学の創出ないし捏造
といった面から大拙の思想の価値を否定した。このような批判の根拠となって
いる大拙の著作は、主に『Zen and Japanese Culture』
（1959；
「禅と日本文化」。1938
年の『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』を改訂・増補したもの）
24

、『日本的霊性』（1944）25、そして大拙の最初の自著『新宗教論』の三点であ

る。
『新宗教論』には次のように見える。
故に暴国あり，来りて吾商業を妨害し，吾権利を蹂躪せば，是れ直に人類
全体の進歩を中絶せしめんとするもの，我国は宗教の名に由りて之に服従
すること能はず。是においてか已むを得ずして干戈を動かす。敢へて敵人
を屠らんとするにあらず，敢へて城地を掠めんとするにあらず，敢へて財
宝を奪はんとするにあらず，但々正義の為めに不正を代表せる国民を懲さ
んとするのみ。吾豈に何の求むる所あらんや。是之を宗教的挙動と曰ふ。

2004、再録）や、Paul Swanson ポール・スワンソン「禅批判の諸相」
（
『思想』2004、4 月号
「禅研究の現在」
）に周到な紹介がある。末木はその後もこの問題について継続的に検討と
批評を発表しており、関連の諸論文についてもそれらを通して知ることができる。末木『明
治思想家論———近代日本の思想・再考Ⅰ』
（トランスビュー、2004）第 7 章、「大拙の戦
争批判と霊性論」
（KAWADE 道の手帖『鈴木大拙———没後四〇年』、松ヶ岡文庫編、河出
書房新社、2006）
、
『日本仏教の可能性』
（春秋社、2006）第 4 章、
「大拙批判再考」
（『松ヶ
岡文庫研究年報』2010、第 24 号）
、
『他者・死者たちの近代———近代日本の思想・再考Ⅲ』
（トランスビュー、2010）第 2 章「戦争と哲学／宗教」
、等。
24

剣術に関する章の第 2 は、戦前の最初の版では含まれていなかった。戦前からあった文

章と戦後に書き足された文章の区別は重要だが、
『Chan Insights and Oversights』の中で、Faure
は大拙の戦時中の思想を表すものとして 1959 年版の一部に言及しており、Faure 自身の主
張にも混乱を生じている。Faure の著作における専門的課題あるいはイデオロギー上の課題
は Joseph O’Leary ジョセフ・オリリーによる書評を参照のこと。
『Monumenta Nipponica』第
48 号（1993）
：頁 521–26。
25

Norman Waddell ノーマン・ワデルは、これを『Japanese Spirituality』と訳している（日本

学術振興会、1972）
。
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（鈴木、『新宗教論』、1896、1969：139–40）
この一節を含む『新宗教論』の記述に基づき、Victoria は大拙の基本的なスタ
ンスを次のようにまとめている。
（1）Japan has the right to pursue its commercial and trade ambitions as it see fit;
（2） should “unruly heathens”（jama gedō） of any country interfere with that
right, they deserve to be punished for interfering with the progress of all
humanity;（3） such punishment will be carried out with the full and unconditional
support of Japan’s religions, for it is undertaken with no other goal in mind than to
ensure that justice prevails;（4） soldiers must, without the slightest hesitation or
regret, offer up their lives to the state in carrying out such religion-sanctioned
punishment; and（5） discharging one’s duty to the state on the battlefield is a
religious act.（Victoria、1997：25）
（「（1）日本は好きなように商業上および
貿易上の目標を追求する権利を持っている。（2）他国の「邪魔外道」がこ
の権利を妨げる場合には、人道上の進歩を妨げたとして罰せられるのが当
然である。（3）このような処罰は、正義を広めるという目的のためにのみ
行われることから、日本の宗教の全面的かつ無条件の支持の下に行わる。
（4）軍人は、このような宗教から認可を受けた罰を与えるには、ためらい
や後悔を一切持たずに自らの命を国家に捧げなくてはならない。（5）戦場
において国家に対する義務を果たすことは、宗教的な行いである。」）
（本論
考による和訳）

この記述に対して佐藤は真剣に反論しており、市川白弦（1902–1986）が大拙
の著作を誤読したことが、Victoria の解釈に否定的な影響を与えたのではないか
と示唆している。市川は、自身と仏教団体が日本の軍国主義をイデオロギーの
面から支持したことに関する後悔を表明したことで有名になったが、市川が中
心的に批判したもののなかには、大拙も含まれていた。佐藤は、市川のスタン
スやその Victoria との著作の関係に対して好意な理解を示しながらも、大拙は非
常に反軍国主義的であったとして、次のように反論している。
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The very fact that Suzuki does not refer to the（Sino-Japanese） war（and, indeed,
rarely mentions it anywhere in the massive body of writings he produced）
（footnote omitted） is significant in itself, given the virtually universal approval
of the war in Japan at the time and the enthusiasm with which it was supported by
other Japanese intellectuals. Moreover, Suzuki is clearly describing a defensive
war fought on the home territory of the threatened nation, which was manifestly
not the case for Japan in its war with China.（Satō、2008：71–72）
（「大拙が「日
、、
清」戦争を口に出さない（しかも、かれがその大量に著した文献にはほと
んどそれに触れない）という事実こそがとても意義あるポイントだ。それ
は、当時の戦争に対するほとんど普遍な肯定や日本のその他の思想家によ
る熱心な応援にかかわらざるものだった。それに加えて、大拙は、明らか
に、襲われている国の現地で闘った防衛戦について語っており、そしてこ
れは明白に日本の中国との戦争の場合とは違った。」）
秋月の記録によれば、大拙は『新宗教論』出版の経緯を次のように回想して
いる。
「明治二十六年の九月に、洪嶽老師がシカゴの宗教大会に参加されたとき、
大会の会員で John Barrows ジョン・バーロスという人から、老師の宗教上の意
見を書いたパンフレットを送れというてきた。その中に、こういう事柄につい
て意見を述べよといって、いくつかの項目が並べてあった。老師がそれをわし
に示して、
「おまえ一つ書いてみたら」といわれて、それで老師のアメリカでの
体験談を伺ったりして、老師の帰国後に書き上げたのがこの本だ」
（秋月、1992：
130）。この経緯からすると、この書物はアメリカ側からの所与の設問に応じて
宗演の回答を代筆した書物という受動的性格を強くもっており、しかも、渡米
前の若書きの書でもある。十年以上におよぶ在米経験が大拙独自の思想形成に
決定的な意味をもったことを考慮すれば、それ以前の最初期の習作にすぎない
この書物を大拙評価の主要な材料となしうるか否か、甚だ疑問である。
「大拙ら
しい」とはとても言えないこの書物を、もし論争の材料から取り除いたら、大
拙が戦争に「肯定」的だったとする主張は、相当の論拠を失わざるを得ないで
あろう26。

26

この本に見える「業」概念と、その次の大拙の単著『Outlines of Mahāyāna Buddhism』に
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円覚寺での見性
さて、1897 年（明治 30）の渡米前の日本での最後数年のことに話を戻す。渡
米をひかえた大拙は、日本を離れる前に参禅の面でも何かをつかまねばと焦っ
ていた。当時の自身の状況について、大拙は、後年、次のように述べている。
I was busy during these four years with various writings, including translating Dr.
Carus’s Gospel of Buddha into Japanese, but all the time the koan was worrying at
the back of my mind. It was, without any doubt, my chief preoccupation and I
remember sitting in a field leaning against a rice stack and thinking that if I could
not understand mu life had no meaning, for me. Nishida Kitarō wrote somewhere
in his diary that I often talked about committing suicide at this period, though I
have no recollection of doing so myself.（Abe、1986：9–10）27（文内の引用記
述数字を省略した）（「この四年にわたり、ケーラス博士の『仏陀の福音』
を和訳することも含み、いろいろな著述で忙しかった。しかし、わしの頭
が常にその公案に悩まされていた。それこそ、間違いなく、わしの最大の
関心事だった。そして、覚えているのは、ある畑の中に坐って米俵に背中
をかけて思ったこと：わしには、
「無」が理解できなかったら、人生には意
味がない。西田幾多郎は、その日記のどこかに、当時はわしがよく自殺の
話しをやっていたらしいが、わしにはそのような記憶がない。」）
かくして坐禅の時間を倍増させた大拙は、何回も行き詰まりながら、1896 年
（明治 29）12 月 5 日、ついに「無」字の公案を突破し、いわゆる「見性」（理

見えるその解釈が大幅に違うのが一つの重要なポイントである。
『新宗教論』では、自業自
得のような個人業が説かれているが、
『Outlines of Mahāyāna Buddhism』では、このような理
解が「pseudo Buddhism」
（
「本物の仏教でない」）とされ（Suzuki、1907：187）、功徳的な行
為から得られる利益は、現実的なものではなくて、
「spiritual bliss only」
（「霊性的な幸せのみ」）
であるという（191）
。
27

この文書が始めて現われたのは、雑誌『The Middle Way』の第 39 巻（1964）
：頁 101–08

である。
『The Field of Zen』
（London Buddhist Society、1969）にも収録されている。SDZ34：
399–410 にはその邦訳が見られる。
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性の干渉なしに本来の自己を如実に徹見すること）の体験を得た。後年、秋月
に対する談話ではこの時のことを「「これで何年来の胸のつかえがおりた」とい
う感もなかったわけではないが、一方また「これでまったくいい」ということ
もなかった」
「その人の性格にもよるが、わしもこのとき喜ぶということも特別
なかったようだ」といささか冷ややかに述べているが（秋月、1992：140）、こ
れはあくまでも後年形成された独自の禅思想と対比しての回顧であって、決し
て当時の気持ちではなかった。大拙は滞米中に西田に送った手紙（一九〇二年
九月二三日）のなかで、西田に William James ウィリアム・ジェイムズの『宗教
的経験の諸相』の一読を強く勧めつつ、自らの「見性」体験を感慨深く書き記
している。

之に就き［ジェイムズの書物にちなんで］思ひ起すは、予の嘗て鎌倉に
在りし時、一夜期定の坐禅を了へ、禅堂を下り、月明に乗じて樹立の中を
過ぎ帰源院の庵居に帰らんとして山門近く下り来るとき、忽然として自ら
をわする、否、全く忘れたるにはあらざりしが如し、されど月のあかきに
樹影参差して地に印せるの状、宛然画の如く、自ら其画中の人となりて、
樹と吾との間に何の区別もなく、樹是吾れ、吾れ是れ樹、本来の面目、歴
然たる思ありき、やがて庵に帰りて後も胸中釈然として少しも凝滞なく、
何となく歓喜の情に充つ、当時の心状今一々言詮し難し、頃日ゼームス氏
の書を読むに到りて、予の境涯を其まゝに描かれたる心地し、数年来なき
命の洗濯したり、此の境涯鉄舟（なりしと思也）が清見潟を籠の中より見
て「風光如画」と感じた云々とあると同一般ならん、独園和尚の講座なり
しと思ふ、此話をきゝたるは、
此の境涯は哲学にあらず、道徳にあらず、意識の上へ一寸顔を出して閃
電せんが如く亦直に引き込む刹那、悟入する所ありて安心の語を得るなり、
機一髪なり、
近年俗塵に陥ゐりて少しの修行なし、ゼームス氏の書予を益したる所多
し、眠られぬまゝに妄言す（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、
2003：222）
大拙は後に英文でも同様の回想を書いている。そこで大拙は月光に照らされ
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た周囲の木々を見た際に、自分が「透明」になったように感じたと述べている。
しかし、大拙が禅の内面的な意味を完全に悟ったと考えたのは、米国に移った
後のことであった（Abe、1986：10–12）。
結局、大拙は米国への出発を 1 年以上引き延ばしたが、この間にさきほど触
れた初の自著『新宗教論』が刊行された。大拙は米国への出発が遅れた理由を
精神的な問題として語っているが、Snodgrass は出発が遅れた実際の理由は財政
的なものだったのではないかと推測している（Snodgrass、2009：59）。『新宗教
論』も「旅費の足しに」と言って宗演が出版の手配をしてくれたものであった
（秋月、1992：130）。
大拙の又姪にあたる林田久美子は、大拙の一番上の兄である元太郎は、金銭
のことになるといたって頼りなく、大拙は元太郎には尋ねもしないで二番目の
兄の亨太郎に旅費の相談をしに行ったという。しかし、亨太郎にも断られたの
だが、林田によると、大拙はその間にも、元太郎には一度も頼らなかったとい
う（林田、1995：7）。大拙自身の回想によれば、件の『新宗教論』の印税「一
金五十円」のほかに、宗演がさらに「五十円」くれ、さらに「餞別その他で五
十円だか百円だか」になり、「それでその百五十円か二百円の金を旅費にして、
いよいよアメリカに向けて出発した」のであった（秋月、1992：130）。
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第2章

在米時代

1897 年・明治 30（27 歳）～1909 年・明治 42（39 歳）
ラサール
1897 年（明治 30）2 月 7 日、大拙はようやく客船『中国』号でアメリカに向
けて旅立った。同月下旬に到着したが、船内にホウソウの患者が出たため、3 月
6 日まで船内に足止めされた。サンフランシスコで数日過ごした後、大拙は 3 月
13 日にイリノイ州ラサールに到着した。大拙は次のように回想している。
アメリカへ行きや、またセイロンへ行く機会のあるだらうといふので、ア
メリカへ行つたわけでね。それも、今から考へてみりや、妙なもんさね。
さういふわけでまあ、アメリカへ行つたわけですね。そしてアメリカへ行
つてから……［省略］……セイロンどころぢやない、貧乏で金はないから、
そこの会社へ附属して、編集局でまあいろんな手伝ひをしたわけですね。
それが一年二年と延びて、十年あまりになつたわけですね。（鈴木、『自叙
伝』、1961、1970：576）
ここには、渡米をセイロン行きの足がかりとする意識が見られる。ここから
もインド源流志向がなお失われていなかったこと、したがって、ケーラスに師
事することが必ずしも最終的な目的ではなかったことがうかがわれる。むろん
晩年の回想である点は考慮する必要があるが、しかし、大拙が出国前、参禅の
かたわらパーリ語学習にも相当の時間を割いていたことを思えば、あながち当
時の思いから乖離した話とも言えないであろう。
はるか後年 1967 年（昭和 42）の『Eastern Buddhist』
（「イースタン・ブディス
ト」；1921 年（大正 10）に大拙らにより創刊された雑誌）に、坂東性純が大拙
のラサール滞在時代の背景を綴っている。大拙が死去する数か月前の 1996 年（昭
和 41）4 月、坂東はラサールに訪れ、大拙が勤務していた Open Court（「オープ
ン・コート」）出版を訪ねている。日本への帰国後、坂東は大拙に写真を見せ、
（ラサール時代の後援者となる）Hegeler ヘゲラー家の使用人であった Ramsey
ラムジーの家の二階北側のどの部屋に滞在していたかを確認した（Bando、
1967：139）。
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Mattiessen & Hegeler Zinc Company（「マティエッセン・ヘゲラー亜鉛製造社」；
1858 年創設）を持つ実業家、Edward Hegeler エドワード・ヘゲラーは、自身の
哲学的探究心から、1887 年（明治 20）にオープン・コート出版を設立した。Hegeler
は、哲学、科学、宗教のつながりが重要であると信じていた。当初、事務所は
Hegeler 宅の一階に設けられ、その後 1967 年（昭和 42）まで使われていた（坂
東のラサール訪問の一年後にあたる）。実際に同社を運営し、
『The Monist』
（1890–
1936；1962–現在）や『The Open Court』（1887–1936）といった雑誌の編集を手
がけたのは、Hegeler の女婿 Paul Carus ポール・ケーラス（1852–1919）であった。
当初、Hegeler は『The Open Court』の編集のために自分と同じドイツ移民であっ
た Carus を雇ったのであったが、それが縁となって、1888 年（明治 21）、Carus
は Hegeler の娘 Mary Hegeler と結婚したのであった。
坂東が伝え聞いたところによると、大拙は Carus の一家から「テイさん」と呼
ばれ、
「at that time very skilled in exercising on the iron-bar」
（「当時は、鉄棒を使っ
た運動が大変得意だった」）という（139）。坂東は、
『鈴木大拙の人と学問』
（1965、
『鈴木大拙禅選集』別巻）に収録された、大拙と宗演の往復書簡（井上禅定「ア
メリカ遊学中における大拙先生の書簡」）に触れながら、当時の様子を描いてい
く。大拙にとっては予期していなかったことだが、
『大乗起信論』の英訳に取り
組んでいる間も、大拙は土運びや水汲み、食事の支度といった日々の雑事も頼
まれた（鈴木、
『鈴木大拙の人と学問』、1961：140）。大拙は Carus から多くのこ
とを学んではいたものの、その関係には、難しいところもあった。
起信論の英訳は浄書の上、ケーラス氏の手許まで出しおけり、氏は其中
一読して見るべしと曰ひをれど、氏の言のあてにならざるは秋の空の如
き故、何時の事となるやら分明ならず。何も天命故唯時機の到るを待つ
より外可無之。（鈴木、1961：144）
賃金がはっきり定まっていなかったことも、大拙の本業の妨げとなっていた。
支払は不定期であり、新しい職位に就く際の試用期間として、一切給与が支払
われない時もあった。1900 年（明治 33）8 月 9 日付の宗演に宛てた手紙の中で、
大拙は自身の労働条件について、日本の校正者よりはいくらかましだが、結局
のところ、日本で彼が受けたであろう「奴隷」のような扱いとまったく変わら
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ない、と述べている（1961：161）
。
前章の終わりのほうで、大拙が自らの「見性」体験をつづった西田宛ての書
簡を引いた。その手紙で、大拙は西田にウィリアム・ジェイムズの『宗教的経
験の諸相』の一読を強く勧めているが、そこでも大拙はこういっている、
「同教
、、、、、、、、、、、、、、
授は余程宗教心に富むと見えたり、ケーラス氏などの宗教論と違ひ 、直に人の
肺腑にいる」（傍点、引用者）。思想と待遇の両面で、ケーラスとは何か心通わ
ぬところもあったものと思われる。

ひじ外に曲がらず
そうした貧しく侘しい暮らしのなかでも、大拙の思索は深まっていた。渡米
の直前に円覚寺で「無字」の公案を透過しいわゆる「見性」の体験を得たこと
は、すでに見た。しかし、正確な時期は明らかでないが、渡米後ほどなく大拙
は次のような確信を得るにいたる。
アメリカに渡る前の年の臘八の攝心で、まあ「これだ」ということがあ
ったわけだが、そのときはまだ、無我無中のようなものだった、というて
よい。アメリカへ行ってラサールで何かを考えていたときに、「ひじ、外
に曲がらず」［臂膊不向外曲］という一句を見て、ふっと何か分かったよ
うな氣がした。「うん、これで分るわい。なあるほど、至極あたりまえの
ことなんだな。なんの造作もないことなんだ。そうだ、ひじは曲がらんで
もよいわけだ、不自由（必然）が自由なんだ」と悟った。……［省略］……
あの句［臂膊不向外曲］はたしか『槐安国語』にあったかな。日本にい
たとき洪川老師の講座で聞いたことがあったが、そのときは、なぜこんな
あたりまえのことをいうのか、と不思議に思っただけでなんでもなく過ぎ
たが、アメリカではっきり分かった。それからは何を読んでもはっきりす
るわい。今までとはまったく別の境涯が出て來たわけだ。たぶんそのころ
本を読んで、問題にしていた「意志の自由と必然」というようなことが、
考えのきっかけであったろう。ネセスィティ（necessity）とフリーダム
（freedom）の問題というか、そのころウィリアム・ゼームスなどが、しき
りにそんなことを問題にしていた。カント以来、いやもっと前からだろう、
西洋にフリー・ウィル（free will）とネセスィティの議論があるな。この
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経験があってからだ、どうも西洋の哲学というか、論理学というか、これ
はだめで、やはり禅でなくては、ということがわしにはっきりしてきたの
だな。森本（省念）さん式に言えば、「無字がつぶれて」そういう形でそ
のとき改めてわしの自覚に入ってきたわけだ。（秋月、1992：149–50）
この話を引いて、小川『語録の思想史』は次のように言う。
へきがんろく

「臂膊不向外曲」は、
『碧巌録』その他に見える。中国語としては「胳膊總
是要往裏彎（ウデは内にまがるもの）」などというのと同じく、人は所詮、
身内を庇うもの、という意であるが、日本の禅門では伝統的にこれを「理當
如是」「不離法位」———すべてはありのまま、一切はあるべきようにある
———などと解していて、大拙もそのような意味でこの語を理解しているよ
うである。
大拙が禅について語る際、
「体験」の重要性を強調するのが常である。その
原点に、以上のような彼自身の「見性」があった。そして、とりわけ興味ぶ
かいのは、その「見性」が、伝統的な看話禅の参究だけでは完結せず、在米
生活のなかで、西洋近代の思惟との契合という形ではじめて完成されている
———少なくとも大拙自身が後年そのように意味づけている———ことであ
る。大拙は右の回憶のなかで「西洋の哲学」でなく「禅」でなければならぬ
と確信したと語っている。しかし、右の経緯から言えば、逆に伝統的な「禅」
だけでも不足だったのであって、そこに「西洋の哲学」から得た「自由と必
然」の一致という思想的な「意識」が裏打ちされて、始めて大拙独自の「見
性」が成立したのであった。これはのちに考えるように、大拙の「禅思想」
の核心となる考えである。大拙は、禅における「体験」の重要性を説くと同
時に、禅が「体験」のみに止まるものではないという点をも強く訴える。そ
の原点が、このアメリカでの個性的な「見性」にあったのであった。（小川、
2011：401–02）
普遍的真理と個別具体的現実の相即、それは大拙の思索の中で一貫して追求
された主題であった。
「ひじ、外に曲がらず」———自由と必然の一致———と
いうこの時の直観は、後年、
「般若即非」や「超個と個」といった大拙独自の哲
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学に結晶することになる。
日本への寄稿
『鈴木大拙の人と学問』に収められた手紙と、坂東が書き記した大拙との対
話に加え、大拙の日本語の作品を集めた『鈴木大拙全集』（2000 年～2003 年版
（新版））にも、大拙の書信が収録されている。その中に、大拙が雑誌『日本人』
の発行に向け、友人の山本良吉に送った手紙がある。
『日本人』は、政府の検閲
を逃れるために数回にわたって名称を変更し、1888 年（明治 21）から 1945 年
（昭和 20）まで継続された。1901 年（明治 34）から 1945 年（昭和 20）にかけ
ては『日本及日本人』という名称で発行され、これが最も長い期間に渡って利
用された誌名となった。
この雑誌は、政教社という団体によって発行されていた。この団体は 14 名の
創設者によって立ち上げられたが、1895 年（明治 28）の時点で残っていたのは
三宅雪嶺（本名は三宅雄二郎）のみであった。三宅は、大拙同様、金沢にある
加賀藩家老本多家の儒医の息子として生まれ、国粋主義的な文学作品で有名に
なった。1937 年（昭和 12）には、林内閣から文部大臣への入閣の要請があった
が、林内閣は発足後 4 ヶ月で解散し、三宅が文部大臣の地位に就くことはなか
った。政教社は「国粋保存主義」を掲げ、政治評論を通じた日本人のアイデン
ティティの保存を目指した。
三宅は、
『日本人』と題された 1891 年（明治 24）の著書の中で、
「日本人は有
為の種族なり八荒の為に偉大な任務を負へり」と述べている（三宅、1891：ii）
28

。三宅は過去への回帰を主張したわけではなかったが、日本が西洋文化を単に

そのまま受け入れるのではなく、日本が消化できるよう西洋文化を咀嚼するこ
とを願っていた（iii）。
「日本例外主義」に繋がるイデオロギーの種をまいた、三
宅の極めて国粋主義的な作品は、今日もなお東京の書店に見られる「日本人論」
的な文学の礎を築く初期の試みとなった。大拙がその雑誌に寄稿した記事のひ
とつに、1899 年（明治 32）7 月 1 日に山本に送られた以下の記事がある。

28

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/900484 残念ながら、国立国会図書館のサイトに掲載さ

れた本作品からは、
『日本人の任務』と題された章の最初の１ページ（頁 28）が欠落してい
る。
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大拙米信

白人気質

さだ
先頃当国南部ジヨルジヤ州に白人の一揆が黒人を捕へて木に縛りつけ、油
を全身にかけ、火をつけて之を焚殺し、残骸の処々を紀念として運びたる
も、警察は之を咎めず、地方の新聞之を責めず、男女の群集見物したりと
言ふに至つては言語道断ならずや、支那人の宣教師を殺したりとて独逸は
軍艦を送りたるに、さても、頼りなき黒人類なるかな［。］又先頃英国の或
る社会にては人の皮にて細工したる紙入などか大にもてるよし新聞に見え
たり、此は貧人の死屍を買ひ取りて皮を剥ぐなりとかや、非人情のきはみ、
白人の心の底そ恐ろしき……（省略）……児供のしつけに感心なのは路傍
にて小便などせぬこと、四つ五つの女の小共にでも、
「さるまた」を穿ち居
る故、夏のあつきに素足なから遊び居るも、日本の小児の如く衣服の乱れ
ぬこと是なり、独逸人のビーヤを好む小児でも、ぐうゝ飲むには驚き入る
（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：170–71）

当時の社会的言説の風潮（例えば、白人女性がネイティブ・アメリカンと結
婚すれば、二人の描画が新聞に掲載されるほど珍しかった時代であった）を考
えれば、日本に送られた書簡に見られる「私たち（日本人）」と「彼ら（白人）
」
を明確に区別する意識を、今日の基準で「人種差別論」と断ずるのは、あまり
に一方的に過ぎよう。
1890 年代、イリノイ州は最も激しくリンチが行われていた州の一つであり、
「自慢話をした」あるいは「白人のような振る舞いをしようとした」といった
些細な罪で、毎年、何十人ものアフリカン・アメリカンが公然と殺されていた29。
当時「非白人」に対してしばしば行われていた、憎しみに満ちた暴力的な扱い
のもと、他の人種を自分たちとは異なった奇妙なものとして見ないことは、ほ
とんど不可能であったに違いない。

29

Robert Gibson ロバート・ギブソンの「The Negro Holocaust: Lynching and Race Riots in the

United States, 1880–1950」の「Lynching」
（「リンチ殺人」）という節を見よ。ウェッブサイト
「Yale-New Haven Teachers Institute」にある：
http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/1979/2/79.02.04.x.html#b
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「日本」への批判
しかし、大拙が批判的であったのは、西洋人とその生き方のみではなかった。
大拙の私信からは、新聞で読んだ日本社会の方向性に対して、大拙が強い不満
や憂慮を抱いていたことが明確に見て取れる。たとえばシカゴ到着の数ヶ月後、
1897 年（明治 30）6 月 13 日付の貝葉書院（『新宗教論』を出した出版社）30に宛
てた手紙で、大拙は次のように書いている。

種々の企をなして宗教心を満足させんと致候うち「新神道」の説とか申し
て国家中心主義を唱へ候もの有之候由承及候、宗教の漸く国民一般に感ぜ
られる々に至りたるは、結構なれども「新神道」の説の如きは宗教として
如何かと存じられ候、抑も宗教の哲学、倫理と異なりて別に一旗幟を建て
候所以は深き仔細あること々存候（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三
九』、2003：90）
佐藤平は、大拙が国家神道に対する批判を綴った手紙を「D. T. Suzuki and the
Question of War」
（2008：78）で複数引用しており、上の引用もその一つである。
佐藤は、他にも大拙が神道、天皇制、そして戦争全般に対して批判的であった
例を複数挙げている。そこで佐藤は「...Suzuki was not without patriotic sentiment...
［mentioning］... favorably the fortitude and valor with which the Japanese soldiery
acquitted itself during the Russo-Japanese War」
（「……大拙には愛国心がなかったわ
けではなく……［省略］……日露戦争で日本軍人が発揮した不屈の精神と勇気
について好意的に（述べていた）」ことも指摘しつつ、しかし「Suzuki’s sympathy
for the ordinary soldier did not extend to the military establishment, the ideologies it
supported, or the war it engaged in」
（「大拙は軍事組織やそのイデオロギー、あるい
は軍が行っていた戦争にまで共感することはなかった」）と述べている（Satō、
2008：77）31。
30

大蔵経を出版するために鉄眼道光（1630–1682）が 1660 年代に「印経房」という名前の

下にこれを設立した。
31

佐藤の英文によるこの研究は、これに先立つ『松ヶ岡文庫研究年報』第 21 号に見える「鈴

木大拙のまこと：その一貫した戦争否認を通して」に基づいているが、内容の訂正も行わ
れているので、ここでは英文のほうから和訳して引用する。
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佐藤は、大拙の継続的な反戦の立場を表す有力な実例となしうるものを列挙
しているが、そこにも大拙の「愛国心」は確かに存しており（Victoria からすれ
ばそれは「ナショナリズム」に類するものだが）、大拙のイデオロギーの影響に
ついて議論の余地を残している。すなわち、大拙自身がかりに反戦論者であっ
たにせよ、しかし、大拙の軍人に対する肯定的な態度は、戦争支持者に恰好の
材料を与えてしまっているではないか、と。「The ‘Negative Side’ of D.T. Suzuki’s
Relationship to War」の中で、Victoria は多くの佐藤の主張に対して譲歩しながら
も、次のように続けている。
...Suzuki was an advocate for the utter subservience of religion to the massive
slaughter accompanying modern warfare, incorporating the denigration of the
worth of the individual soldier and, by extension, the worth of all Japanese during
wartime. Whatever moral requirements Suzuki may have placed on the state in
theory had no real meaning in practice, something he himself demonstrated all too
clearly by the joy he expressed upon hearing of the initial Japanese naval victories
at the beginning of the Russo-Japanese War, a war between two rival imperialisms
over the right to control Korea and, secondarily, Manchuria.（Victoria、2010：132–
33）（「……［前略］……大拙は近代的な戦争に伴う大量虐殺への、宗教の
完全な服従を支持しており、戦時中の個々人の兵士の価値や、ひいてはす
べての日本人の価値に対する誹謗を引き受けていた。大拙が国家に対し、
どのような道徳上の要求を課したにせよ、それは何ら実際的な意味を持た
なかった。これは、韓国、次いで満州の利権を争った帝国主義国間の戦争
である日露戦争が始まったとき、大拙が日本海軍の最初の勝利を聞いて喜
びを表したことから明らかである。」）
大拙に関する他の課題同様、この課題も論者の見方によるところが大きい。
例えば上記の神道に対する批判を示した佐藤による引用（貝葉書院に宛てた手
紙）も、その全文読むと、前半には、戦死者をたたえる米国の牧師が称賛され、
このような行為を日本の僧侶も取り入れれば前向きな愛国心を育むことにつな
がるだろう、という提案が見える（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、
2003：89）。大拙の文章に戦争に反対するものと戦争を前提としたものの両種が
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あるだけでなく、このように同一の文献のなかにその両面が混在している場合
も少なくないのであり、一つの結論を出す前に忍耐強さと慎重さが要求される
のである。
米国での滞在期間中（そして、かれらの死去まで）、大拙は幼少時代からの友
人である西田幾多郎、山本良吉と頻繁に連絡を取っていた。大拙にはほとんど
余暇が無かったようだが、たまには Carus 家から離れて時を過ごすこともあった
らしい。友人に宛てた手紙の多くには、2000 年代に新編の全集に収録されるま
で知ることができなかった大拙の一面を見出すことができる。大拙に批判的な
研究の多くは、この貴重な情報が参照可能になる前に行われたものである。
現在の研究は、初期の資料と、それ以前の補助的な資料を比較し、より広範
囲に渡る資料を参考にできるという点で恵まれている。評論家のほとんどは、
大拙は、特に若い時代においては、基本的に内気で内向的な人物だったという
ことで合意しているようだが、大拙の書簡によって、大拙の「人間的な面」を
知り、その思想をより広い文脈において捉えることが可能となる。
岩倉政治の『真人鈴木大拙』（1986）や、古田紹欽の『幾山河』（1984）とい
った伝記では、大拙は晩年に入るまで、少し浮世離れした人間として描かれて
いる。ロマンティシズムの傾向はほとんど無く、人との付き合いにおいては、
どこか超然としたところがあった。岩倉は、大拙晩年の秘書であった岡村美穂
子の言葉を引用しつつ、岡村の第一印象では、大拙のことはこの世のものには
見えず、その自然な性格による、むしろ獅子か熊のように見えたと述べている
（岩倉、1986：3）。

内気な性格と女性に対する見かた
岡村と岩倉によれば、おそらく、若い頃における本郷の歓楽街（東京の大学
の寮の近く）での一場面を除き（大拙は、この件について一度だけほのめかし
ただけで、二度と語ることはなかった）、米国滞在の初期に出会うことになる妻
以外の女性に、ほとんど関心を示さなかった（岩倉、1986：70）。岡村によると、
大拙は自分のために用意されたお見合いを一度受けたことがあるが、おそらく
単調で内気なところが原因で相手の女性に断られたと認めたという。大拙の不
運な恋愛関係は、その数年後にアメリカ人の妻、Beatrice と出会うことでようや
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く好転する。
それ以前の大拙は、アメリカ女性に一切関心を示さず、むしろ不快にさえ思
っていたようである。坂東は、宗演に宛てた 1898 年（明治 31）6 月 11 日付の
手紙を掲載している。
婦人と小人とは近づけ難しとあるは千年の昔も今も変らずと思はる。少々
の教育がありても婦人は婦人なり、遥かに鶏群を出でゝ婦人の美徳を全う
し得るものは誠に少なかるベキか。時に当地の風たる、無暗に婦人をあり
がたがる故、婦人の美処を発揚する機会多きと同時に其弱点を暴露する機
会の亦多く、一得一失は数のまぬかれぬ所とや申すべき。或る点にては日
本の婦人は従順柔和過ぎるかと思はるゝに反して当地の女子の傲慢自尊
なる、面憎き程なるぞいまいましき。（鈴木、『書簡一———一八八八–一
九三九』、2003：145）（縦書きの繰り返し記号をかなに改めた）32
大拙の目には、あまりにも自己主張が強いと映っていたアメリカ人女性の性
質は、大拙にフラストレーションを与えたものの、また、同じ手紙の中で、部
屋に入ってアメリカ人女性から隠れるようにしていると述べているものの、大
拙は恋愛的な感情を完全に避けていたわけではなかった。手紙の調子は、大拙
の内気な性格がフラストレーションの原因になっていることを少し匂わせてお
り、山本に宛てた 1905 年（明治 38）2 月 12 日付の手紙からは、このように内
気でなければもっとロマンチックな男性になれたであろうことがうかがえる。
しかし、米国に何年も滞在したことで内気な性格もいくぶん和らいだのであろ
うか、手紙には、英語で書かれた 3 つの「ソネット」が同封されている。大拙
はこれを誰にも見せぬよう山本に懇願しているが、そのうちの一つ、「To a
Dancing Girl」（「踊る女性へ」）と題された作品は、次のようなものだった。
A sadness creeps over my heart, — /I know not why ‘tis so, — /When I see thee
a-dancing start, /In steps, now quick, now slow. //Thou art so fair to see, I know;
/Blooming is life in thee, /With sunshine in thy face aglow; /Yet sadness comes to

32

英訳は、Bando（1967：143）に見える。
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me, //When I see thee dance so light, — /I know not why ‘tis so, — /Could it be
that when comes the night /Of life with veil of woe, //Then youth takes leave
despite our strife. /And to the grave we sink? /Or is’t the vanity of life /That
makes me pause to think? //Or is’t the music of thy art, /Which carries me away
/To a region which is far apart /From this mad world of clay? //The region’s out
of human reach. /And doth this make me sigh? /For frail is life, the wise so teach,
/And to-morrow we may die. //Like butter-fly do we here soar? /In sunshine
dancing awhile, /And when the frost comes we’re no more, /Not leaving even a
smile? //A sadness creeps over my heart — / I know not why ‘tis so, —/ When I
see thee a-dancing start, /In steps, now quick, now slow.”（鈴木、
『書簡一———
一八八八–一九三九』、2003：270–71）
（「あなたが踊り始めると／悲しみが
私の心を覆う―／何故なのかは分からない―／ステップを踏む。速く、そ
してゆっくりと。／／分かっている、あなたを見るのは素晴らしいことだ。
／輝く顔に日の光を受け、／あなたの中に生命が花咲く。／しかし、私を
悲しみが襲う。／あなたが軽やかに踊るとき―／何故なのかは分からない
―／それは、苦悩のベールと共に人生の／夜がやってきて／抗うのも虚し
く、若さが去ってしまうからなのか？／そして私たちが沈む墓へと？／そ
れとも人生の儚さなのか？／私を立ち止まらせ、考えさせるのは。／／あ
るいはあなたの音楽なのか？／私を狂った泥の世界から／遠くの場所へ
／連れて行くのは。／／その場所は人には手が届かぬところ。／これが私
の溜息を誘うのか？／賢人は言った。人生は儚いと。／そして、明日には
死ぬかもしれない。／／蝶のように私たちはここで舞うのか？／太陽の光
の下、つかの間のダンスを踊り、／そして霜が降りるころにはもう、／も
う微笑みさえも残さないのだろうか？／／あなたが踊り始めると／悲し
みが私の心を覆う―／何故なのかは分からない―／ステップを踏む。速く、
そしてゆっくりと。」）
後年の「世界の禅者」のイメージからは意外だが、若き日の大拙には、こう
いう一面もあったのである。ただし、他の 2 つのソネットはポート・アーサー
にいた西田の兄弟の死と大拙自身が米国で感じていた孤独に関するものであり、
大拙の性格の実際的な面を映し出している。手紙の大部分は、日露戦争に対す
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る大拙の考えを述べたものであった。当時、大拙は手紙でしばしば日露戦争に
ついて述べていた。大拙の基本的なスタンスは、日本政府は西洋の力を見くび
るべきではなく、忍耐と外交的解決が必要であるという主張であった。
国家主義への反感と社会主義への共感
先ほども触れたとおり、若いころの大拙は、国家主義の台頭に対し、しばし
ば嫌悪と不安を表明していた。米国に到着してまもなく、大拙は 1898 年（明治
31）6 月 14 日付で山本に手紙を送っており、その中で天皇家とそれを自らの目
的のために利用している人々を批判している。大拙は、天皇崇拝を装ったナシ
ョナリズムを纏おうとしている人々を嘆き、奈良時代の僧侶が神輿を悪用した
ことになぞらえた33。余白部分で、大拙は自分の意見が聞かれても安全なときが
来るまでは、他人に大拙の意見を伝えないようにと頼んでいる。また、その少
し前、同じ年の 3 月 30 日付けの西田宛の書簡では、次のように書いている。
思想の自由と云へば、国民の大多数が万世一系の帝統を無上の栄誉とな
し、教育勅語又は、維新の勅語などを何かと云ふと口にして、人の思想感
情を束縛せんとするは迷妄の極なり、万世一系は日本の隠遁的国民なるを
証し、勅語を楯とするは思想に独立不羈の力なきを証するもの、予は文部
大臣が嘗て此の如きつまらぬ勅語を出して国民が自由の思想と感情とを桎
梏したるを大いに慨するものなり、又憲法発布の如きも、予は国民の強請
により、血を流して朝廷より奪ひ得来りたるなら、今日の如き中々活潑の
運動ありて思想界に政治界に宗教界に生気鬱勃たるべしと信ず、這般の議
論は今日の我邦にては公に言ふを得ず、而して其言ふを得ざる所以は即ち
我国民の思想において、宗教において頗る幼稚なる所以を説明す、予近来
日本の新聞雑誌を見る毎に教育勅語が大に民心自然の発達を妨ぐる障碍物
となるを認め、我国のために歎ぜざるを得ず、他日もし学理上、歴史上精
細なる調査を遂げたる時あらば、予は一身を犧牲にしてなりとも、思想と
33

ここで言及されている（西田への）手紙は、鈴木『書簡一———一八八八－一九三九』

（2003：130–31）に見ることができる。佐藤は、この手紙について、反天皇制の観点から
詳しく検討している。一部の英訳が Satō「D. T. Suzuki and the Question of War」
（2008：79）
に掲載されている。
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信仰の自由を鼓吹して国民を警醒したしと思ふを禁ずる能はず、貴意果し
て如何、先頃来日本に国家至上主義を唱ふるものあるよしなるが、此の如
きは皆人為の極にして思想及感情の発達を妨ぐ、大に不可なりとす。
（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：136–37）
このような気持ちと考えを抱いていた大拙が、社会主義への共感をもつに至
ったのは自然なことであった。1901 年（明治 34）、大拙は『六合雑誌』第 249
号に「社会民主党の結党禁止について（社会主義の宗教的基礎）」という文章を
寄せている。
或は云う、日本の国体は西洋のと異れり、社会民主主義の彼に行わるる
いやしく

は、之を我に輸入するの理とならずと、 陋 も亦甚しきかな。そもそも国
体とは何の義ぞ。人類全体の幸福を阻害し、社会を挙一的に進歩せしむる
期図を無視する国家組織の意か。吾人は此の如き者を人生の理想として、
いつまでも実現し、維持せんとする人の心を解する能はず、歴史は常に進
展すべきもの也、それ一処に停滞せば必ずや幾層の反撥力を以て汎溢せん。
滔々たる濁流の天に漲るとき、区々たる政府の力何を以て之を防がんとす
るぞ。
予は経済の上より見たる社会主義を知るものにあらず。予の社会主義に
同情を表するは常識の上よりも、予が宗教観の上よりするに過ぎざれど、
予は二十世紀に於ける社会進歩の最大勢力となるものは、東西をとはず、
此主義の活動に在りと信ずるものなり。
純粋に宗教の上より見て、社会組織の原理は競争にあらずして協和にあ
り、一の個人が境遇の利便を利用又は害用して他の個人を圧するにあらず
して、相互に其足らざる所を補いあいて社会全体の進歩を計るにあり、各
自其天然に有する所の才能を最も有力的に発達せしめ、境遇、即ち不完全
なる社会組織より生ずる一切のハンヂキャップを極小度に減去せしむるに
在ることは明白なる事実なり。今日の社会は果して此等の理想を実現し得
べき組織なるか。（鈴木、1901、2003、265–66）
1903 年（明治 36）に入ると、大拙が出版社に留まる時間は減り、より動きや
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すくなったため、講義に行ったり、8 月 30 日にサンフランシスコで開催された
神智学協会などの学会に参加したりするようになった。1904 年（明治 37）の 9
月には、セントルイスに世界博覧会を見に行き、Congress of Art and Science にお
いてスピーチを行っている。大拙は米国で数年過ごした後、居心地の良さを感
じるようになったようであり、12 月 1 日付の山本に宛てた手紙には、日本国民
に対して隠し事をし、まるで愚か者のような扱いをしている日本政府が非常に
不快だとすら書いている。もし、今日本に帰国すれば、息苦しく感じるであろ
うとも述べている。34
宗演のアメリカでの巡回公演
1905 年（明治 38）7 月、宗演が訪米して各地で巡回公演を行い、大拙はほぼ
一年近くの間、それに通訳として同行した。宗演は、公的な場と私的な場の両
方において、
「仏教の大意」や神秀と六祖慧能の伝説的な対立などのようなテー
マについて講演を行った。この間、宗演と大拙は、頻繁に Alexander Russell アレ
クサンダー・ラッセルの自宅に滞在した。
10 月 5 日、宗演、Carus、大拙は、1900 年の少し前に設立された San Francisco
Three Treasures Society の名誉会員となった。当時の世相を反映して、仏教研究の
組織の多くは、白人のグループと非白人のグループに分かれ、別々の夜に会合
を開いていた（Rust、1951：143–5）。例えば、『鈴木大拙基礎研究資料』の年譜
で 1906 年（明治 39）3 月 4 日の条を見てみると、宗演は Three Treasure Society
の白人グループに対して「The Secret to Success」（「成功の秘訣」）というタイト
ルの講演を行っている（桐田、2005：23）。巡回公演の間に彼らが何か差別的な
扱いを受けたか否かは明らかでないが、宗演の一行が圧倒的に白人特権的であ
った米国における日本の仏教の草分け的存在であったことは間違いない35。
1906 年（明治 39）の 3 月と 4 月、大拙は宗演について回り、様々な講演を通
34

原文は鈴木『書簡一———一八八八－一九三九』
（2003：256）
。一部の英訳が Satō「D. T.

Suzuki and the Question of War」
（2008：82）に見える。
35

Damien Keown ダミアン・キーオン編纂『Buddhist Studies From India To America: Essays In

Honor Of Charles S. Prebish』
（Routledge Critical Studies in Buddhism、2006）に収録された Paul
Numrich ポール・ニュームリック著『Two Buddhisms Further Considered』
（182–204）も参照
のこと。
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訳するのに忙しかった。3 月の最後の数週間、宗演は数回にわたって Hegeler お
よび Carus に会い、討論を行っている。18 日には、巨大な富を築いた Hegeler
の亜鉛製造工場を訪問した際も、大拙は宗演に付き添っている。前年の 1905 年
（明治 38）9 月、大拙は Carus への手紙の中で、長期の不在を詫び、仕事に復帰
するつもりであることをほのめかしているが（鈴木、『書簡一———一八八八–
一九三九』、2003：279）、いっぽう、9 月 26 日付のものを含む他の日本語の書簡
からは、大拙自身が日本への帰国を考え始めていたことがうかがわれる（275）。
そんな大拙が、結局、予想よりも長く滞在することになったのは、4 月にあった
一つの運命的な出来事のためであった可能性がある。
妻 Beatrice との出逢い
1906 年（明治 39）4 月 8 日（ちなみに、宗演と大拙がワシントンで Roosevelt
ルーズベルト大統領に会った 3 日後）、のち 1911 年（明治 44）に大拙の妻とな
る Beatrice Erkskine-Lane ベアトリス・アースキン・レイン（1878–1939）が、宗
演の講演を聞きにニューヨークの Vedanta Society にやってきた。Beatrice36は、
ケンブリッジの男子大学であったハーバード大学と提携関係にあった女子大学、
ラドクリフ大学を卒業していた。大学では、
『The Varieties of Religious Experience』
（1902；桝田啓三郎訳：
（上・下）
『宗教的経験の諸相；1962』）の著者として有
名な William James ウィリアム・ジェームズ（1842–1910）や Josiah Royce ジョサ
イア・ロイス、George Herbert Palmer ジョージ・ハーバード・パーマーらの講義
を受けていた。このことは、James の思想にふかい関心と共感を寄せていた大拙
にとって———そして女性に苦手意識のあった大拙にとって———まことに得
難い共通の話題であったのではなかろうか。
1898 年（明治 31）の卒業後、Beatrice はニューヨークに移り、コロンビアで
大学院生として研究をつづけた（Algeo、2007：13）。彼女が 1908 年（明治 41）
に修士課程と社会福祉事業の証書の取得が完了していることを考えると、大拙
の日本への帰国が遅れたのは、その卒業を待つことと多少は関係があったので
はないかと想像される。しかし大拙は生涯を通じて沢山の書信を保管していた

36

後に鈴木姓となるが、鈴木大拙本人と区別できるよう、本論考ではファーストネームを

使うことにする。
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にもかかわらず、大拙の死後、当時 Beatrice に宛てた手紙は残念ながら出てこな
かった。そのため、この点についてはやや不明な点が残る。
しかし、それから一年経たないうちに、友人の西田に手紙を送り、Beatrice と
の結婚に賛成か反対か相談していることから、大拙が当初のアメリカ人女性に
対する評価を考え直したことは明らかである。Beatrice は、講演の 10 日後に宗
演を訪ねており、その際も大拙が通訳を行った。その後長い間、二人は主に文
通によって交流し、直接会うことはほとんどなかったようである。西田宛てに
英語で書いた手紙の中で、大拙は次のように述べている。
Thank you for your kind advice concerning my contemplated marriage with an
American woman. We have discussed this proposed inter-racial marriage from
various points of view, that is, socially, biologically, economically, as well as from
the individual standpoint. I shall see more of her this summer, for all our
intercourse hitherto has been confined to literary correspondence.（鈴木『書簡一
———一八八八–一九三九』、2003：304–5）
（
「私のアメリカ人女性との結婚
予定について、親切なアドバイスをくれて、どうもありがとう。今回の異
なる人種間の結婚について、個人的な観点だけでなく、社会的、生物的、
経済的になど様々な観点から考えてきた。これまでの交流は手紙に限られ
ていたので、この夏はもっと彼女と会うことにする。」）

外交官志望
1906 年（明治 39）1 月、大拙はすでに日本に帰国した後の新しい人生行路に
ついて友人に相談していた。山本宛ての 1 月 30 日付の手紙では、「外交官は存
外にひまなものらし、其上相当の給料をくれるなり」
（鈴木『書簡一———一八
八八–一九三九』、2003：290）と聞いたため、外務省の試験を受けてみるつもり
であると述べている。4 月には、大拙はやや自信を無くしており、別の山本への
手紙の中で、外交官としてのキャリアについては、「in a quandary」（「迷ってい
る」）と述べている。
大拙は日本への帰国全般についても確信が持てなくなったようであり、一年
だけ滞在し、米国に帰国するかもしれないとも述べている（298）。森清は、山
本、西田、大拙の間で交わされた手紙から、当初、日本の外交の中心に加わり
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たいと強く希望していた大拙が、代わりに学習院で英語を教えてはどうかとい
う西田の提案によって、それを断念し最終的に諦めた経緯をまとめている（森、
1991：183–84）。1906 年（明治 39）7 月には、西田が大拙の代わりに Open Court
で働ける人間を探す話を持ちかけたこともあったようだが、大拙はそれを否定
的に受け取った。大拙は、自分の仕事は特殊であり、誰かが同じ能力をもって
肩代わりするのは不可能で、他の方法で不足を補うのが良いと考えている旨、
返事している（鈴木『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：299–300）。大
拙は西田に 1907 年（明治 40）の春に帰国する可能性が高いと伝えているが、結
局、その後一年以上、それが実現することはなかった。
1907 年（明治 40）5 月、大拙は西田に手紙を送り、その中で、『Sermons of a
Buddhist Abbot』（後に『Zen for Americans』として再版される）を送るのが遅く
なったと詫びている。大拙が通訳した釈宗演の米国滞在中の講義をまとめた書
物である。大拙は西田に意見を求めているものの、反対に、西田が評論のため
に大拙に送った書物の哲学的研究には、特に傾倒していないと伝えている。そ
こで大拙は、年を重ねるにつれて、この手の問題に対して関心が薄れてきてお
り、禁欲主義やピューリタニズムよりも「世俗的な」生活を好むようになった
とも述べている（鈴木『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：304）。後年、
大拙の作品がいかに哲学的であったか、また、いかに西田の思想を取り入れる
ようになったかを考えると、大拙が当時このようなスタンスを示しているのは、
興味深い。次の一文が多くを語っている。
Life consists of hopes, struggles, dreams, sorrows, &c. Let us not escape them,
but let us live in this eternal whirlpool of passions and sufferings and hopes.（鈴木、
2003：304）
（「人生は、希望、苦しみ、夢、悲しみなどで出来ている。そこ
から逃げるのではなく、永遠に続く情熱と苦しみと希望の渦の中に生きよ
う。
すでに 36 歳になっていたにもかかわらず、人生の先が見えていなかった大拙
は、まもなく他の仕事を始められる年ではなくなると焦っていた。大拙は、米
国での当時の仕事においては、もう今後の成長は見込めないと感じており、日
本に帰国した後、どうすれば自身のスキルを最大限生かせるのか、どうすれば
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生計の道が立つのか、それが分からず、迷っていたのであった（304–5）。当時
の外交官志望について、晩年、秋月が大拙に問うた際、大拙はこう答えたとい
う。
「そうだ、そんなこともあった。それからまた写真屋になろうかと考えたこ
ともあるんだ。そのころは、さかんにイーストマンのカメラで写真を撮ったん
だ。わしは正規に学校を卒業していないから、日本に帰ってもちゃんとした職
につく資格はなしな。それでそのころ、いろんなことを考えたものだ」（秋月、
1992：199）。正規の学歴をもたぬ、そして、おそらく Beatrice との将来を真剣に
考え始めた大拙は、思想や宗教の問題でなく、現実的な生計の問題に、思い悩
み踏み迷っていたのであった。
新たな歴史と教理の創出———1907 年の二つの著述
しかし、その間も、大拙は、オープン・コート社で出張や講義の仕事を着実
にこなしていた。ラサールから離れて過ごすことが多くなったが、Hegeler の助
けもあり、Carus は大拙に対する経済支援を継続していた。ただし、Hegeler は、
大拙に対してより厳しかったようであり、主な時間をオープン・コートで費や
してほしいと考えていた。しかし、それでもなお、大拙は自由に出かけ、家か
ら離れて仕事をすることができた（鈴木『書簡一———一八八八–一九三九』、
2003：312、その他）。大拙は Hegeler の出版社で働いていた間、複数の重要なプ
ロジェクトに関わった。これらの一部は、学者が大拙の哲学を理解する際の材
料にもなっている。米国での滞在中、大拙は Carus と共に、4 点の有名な翻訳を
行っている。この 4 点は、現在でも様々な出版社から入手可能であり、また、
著作権が失効したため、インターネット上でも閲覧できる可能性がある。オー
プ ン ・ コ ー ト 出 版 か ら 出 版 さ れ た こ の 4 点 は 、『 Lao-Tze’s Tao-Teh King:
Chinese-English with Introduction, Transliteration, and Notes』(1898）（「老子の『道
徳経』」）37；『Açvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna』
(1900）
（「馬鳴の『大乗起信論』」）；『T’ai-Shang Kan-Ying P’ien: Treatise Of The
Exalted One On Response And Retribution』(1906）
（『太上感応篇』）
；そして『Yin Chih
Wen: The Tract of the Quiet Way』
（1906）
（『陰陟文』）である。
『道徳経』、
『太上感

37

例えば、Ulan Press は、2012 年版のインターネット広告で Carus のみを翻訳者としてこの

書物を掲載している。
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応篇』、『陰陟文』は、いずれも中国の道家・道教の重要な古典であるが、大拙
の思想と人生に大きな影響を与えたのは、何といっても如来蔵から見た人間の
「心」または「魂」に対する理解を説いた『大乗起信論』であった。
とりわけ注目すべきは、十余年におよぶ滞米の事実上最後の年となった 1907
年（明治 40）、大拙が翻訳のほかに、二つの重要な自作の著述を発表しているこ
とである。そこにはすでに大拙のその後の人生に一貫する思索と著述の原型の
ようなものが見て取れる。
その一つは、大拙の禅に関する初の作品と一般に考えられており、また、禅
に関する大拙初の英文著述でもある、「The Zen Sect of Buddhism」である。
大拙（および Heinrich Dumoulin ハインリッヒ・デュモリンのように、大拙の
著述からの直接的・仮説的な影響にもとづいて仏教理解を築いた人々）のアプ
こてき

ローチと、胡適や Louis de La Vallée-Poussin（1869–1938）のような現代の批判的
な仏教評論家のアプローチの違いを最も簡潔に示したのは、おそらく、Steven
Heine スティヴェン・ハイネであろう。Heine は、
『Zen Skin, Zen Marrow: Will the
Real Zen Buddhism Please Stand Up?』
（2008）
（「禅の皮、禅の髄———ほんとうの
禅仏教よ、起ち上がってはいただけませんか？）で大拙らの手法を「Traditional
Zen Narrative」
（「伝統的な禅の物語」
：
「TZN」と略される）とよび、その反対の
立場を「Historical Cultural Criticism」
（「歴史文化批評」
：
「HCC」と略される）と
称している（6–9、17）。
Heine は、大拙が禅の法系を信じているという前提に基づいたスキーマを描こ
うとしているが、しかし、大拙は、いくつかの有名な著書のなかで、物語を史
実として認めているわけではないということをしばしば明記している。例えば、
大拙は、いわゆる「第六祖」である慧能の生涯に関する物語や、仏陀が迦葉に
法（ダルマ）を授けたという伝説はフィクションである可能性があると主張し
ているのである。
たとえば「The Zen Sect of Buddhism」の中で、大拙は迦葉について論じるにあ
たり、すでに次のように書いている（『Journal of the Pali Text Society』、1906–1907）。
1907 年の時点でつとにこのような指摘を行う洞察力を大拙が備えていたことは、
注目に値する。第 3 パラグラフの脚注である。
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My statement of the incident is a traditional one as related by Zen scholars, who
are generally indifferent in matters like this, and who will not trouble themselves
to verify the authority for a statement. I have a strong suspicion that the incident
was fabricated by early Chinese Zen teachers, probably when they were
challenged by rival sects to produce their historical authority to justify their
claim for orthodoxy. But this awaits further investigation.（1906–1907：9–10）
38

（「過去の伝説（出来事）に対する私の意見は、禅学者によって述べら

れてきた伝統的なものであるが、禅学者は基本的にはこのようなことに
対して無関心であり、また、意見を裏付けるような手間を自ら取ること
もない。私は、このような出来事は、おそらく中国の初期の禅の指導者
たちが、他の宗派との競争において、自らの主張の正当性を認めさせる
ための歴史的裏付けを欲して脚色したものではないかと強く疑っている。
しかし、これには更なる調査が必要である。」）
ここで重要な点は、Heine が「伝統的な禅の物語」と述べたのとまったく同じ
限定的な意味で、大拙が「伝統的」という言葉を使っている点である。すなわ
ち、大拙は自身の意見を述べる際に、歴史的観点ではなく、伝統的な宗教上の
認識に立っているという「ただし書き」を当初からちゃんと付しているのであ
る。この立場は大拙の『Living by Zen』
（北川桃雄・小堀宗柏訳：
『禅による生活』
；
SDZ12：259–470」）でも確認できる。Richard Jaffe リチャード・ジャフィ編の大
拙の新しい選集『Zen Works』（2014 年秋出版予定）の前書きで、Jaffe が「英語
で書かれた大拙の最後の書籍レベルでの禅に関する考察」と評している書物で
ある39。ここで、大拙は宋代に編纂された『景徳伝灯録』について、こう述べて
いる：

38

『Studies in Zen』への掲載用に大拙が 1955 年に再編集した記事の同じ引用も参照のこと

（1955、2013：45 注 2）
。小堀宗柏（1906–07、1957、1969）がこの箇所を丁寧に和訳する：
「ここに述べられてゐる事柄は、どうも或る初期の禅匠によつて創作されてやうである。
つまり、禅が他の有力な宗旨と対抗する際、禅の主張の歴史的な基礎附けの必要に迫られ
たものであらう。が然し、これはなほ今後の検討を要する問題である。」（43）
39

Jaffe 教授より未刊の解説稿の閲読と引用を特に許可された。記して謝意を表する。
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Its historical treatment, especially of the ‘patriarchs’ prior to Yeno（Huineng）,
now traditionally regarded as the Sixth Patriach, is not ‘historical’ and requires a
thorough overhauling in the light of the T’ung Huang（Dūnhuáng） materials.
（Suzuki、
『Living by Zen』、1949、1972：90 注 1）40（「特に伝統的に第六
祖であるとされている慧能以前の祖師の歴史的扱いは、
『歴史的』ではな
く、敦煌の資料に照らして徹底的な検証を行う必要がある。」）

大拙のこうした意識は正しくは理解されず、禅宗の法系に関する大拙の説明
は、史実として説かれたものとして素朴に受け取られてきた。しかし実際には
———もし、このような使い古された表現を使うことが許されるならば———
大拙はこのような宗教的寓話に対するポストモダン的な解釈の開拓者の一人で
あり、禅評論家として、一貫してそのような見方を持っていたと言えるのでは
なかろうか。後世 McRae は禅門の伝承について「It’s not true, and therefore it’s more
important」（「事実ではない、それゆえに、より重要である」）と述べたが、大拙
にもつとにそうした観点があったのではあるまいか（しかし「Precision implies
inaccuracy」、記述の詳細さは、不明確さを意味する、というところまでは考えて
いなかったであろうが）
（McRae、2004：xix） 41。ある意味で、大拙の論述には、
Heine の TZN のポストモダンを超える———言葉がややこしいが———ポス
ト・ポストモダン物語的な「メタ」なところがあるとも解釈できないわけでは
ない。後年、1930 年（昭和 5）刊の『禅とは何ぞや』
（戦後の版では『禅とは何
か』）において、大拙はいわゆる「慧可断臂」の故事を紹介したうえで次のよう
に説いているが、これも、そうした立場を平易なことばで表明したものにほか
ならない。

これは歴史上の事実として本当であつたか、どうか知らぬが、之を単に歴史
だけの上から見てはいけない。宗教と云ふものの上から見ると、雪の中に立
つて居ると云ふこと、腕を切つたと云ふこと、そしてその時に初めて達摩が
40

北川桃雄・小堀宗柏訳：
「その歴史的な扱ひ方については、特に伝説的に六祖とされてゐ

る慧能以前の師祖たちに関しては、非『歴史的』であり、これは敦煌出土の資料と照合し
ての徹底的な検討を要する。
」（鈴木、
『禅による生活』、1957、1969：466 注 13）
41

和訳は小川による（マクレー、2012：11）から引用する。
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慧可と云ふものが、そこに立つて居ることを認めたと云ふことなどは、歴史
上の事実としてはどうか知らぬが、宗教上の心でもつて見ると、又事実を超
越した面白味があると思ふ。史実としては慧可に腕が一本なかつたことは本
当であるらしいが、何故なくなつて居るかは分らぬ。宗教的に見ると歴史的
に見ると、その見方に依つて違ふ。（鈴木、1930、1969：161–62）
「歴史的」見方と対比される「宗教的」見方、そして、それによって看取さ
れる「事実を超越した面白味」、それこそ大拙が説こうとしたものだったのであ
る。
20 世紀の最初の数年から 1990 年代に至るまで、批評家たちは、しばしば大拙
の記述の非歴史性を批判してきた。しかし、胡適との論争に顕著に見られるよ
、、、、、
うに、大拙は歴史に対して忠実な立場を取ろうとはしていなかった。史実の忠
実な再構成を目指しているのではない———むしろ非史実であることを明確に
意識しながら、新たな思想表現の素材として「伝説」を創造的に活用しようと
した———思想家に対して、その非歴史的性を非難するのは、いかにも的外れ
ではなかろうか。
1907 年（明治 40）に出たもう一つの重要な著述は、さきにシカゴ宗教会議の
ところでふれた『Outlines of Mahāyāna Buddhism』
（以下『Outlines』と略す；佐々
木閑訳：『大乗仏教概論』（2004 年））である。
翻訳でない大拙の自著としては、すでに渡米直前に出た『新宗教論』（1896；
貝葉書院）がある。だが、これはすでに前章で述べたように、アメリカ側から
の所与の設問に対して釈宗演の回頭を代筆したという受動的著作であり、また
在米経験による思想の深化と転換を経る前の若書きの書でもあった。大拙が非
情な異文化体験を味わいながら、James ジェームズや Kant カントなどの哲学に
ふれ（秋月、1992：150）、「ひじ、外に曲がらず」の直観を得、『起信論』の英
訳をなしとげ、その上で書きあげた『Outlines』こそ、大拙の事実上の処女作と
呼ぶにふさわしい。『新宗教論』の内容は後年の著作とのつながりが希薄だが、
『Outlines』には晩年までの大拙思想との一貫性が容易に看取されるからである。
しかし、独自の思索によって肉付けされているとはいえ、この書物の基本的
な趣旨と結構がシカゴ宗教会議の際に日本の代表団によって配布された
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『Outlines of the Mahāyāna as Taught by Buddha』
（『大乗仏教大意』）というパンフ
レットに酷似しているという Snodgrass『Presenting Buddhism to the West』
（2003）
の重要な指摘も、すでに見た。大拙の『Outlines』は、いわば、釈宗演らシカゴ
宗教会議の日本代表団の意図と任務を、十余年の歳月をかけて完遂しようとし
た書物だとも言えるだろう。
キリスト教批判と「大乗仏教」
大拙は『Outlines』著作の目的を、次のように主張する。
...this work is not a polemic, but devoted to a positive exposition of its
（Mahāyāna’s） basic doctrines...（Suzuki、『Outlines』、1907：22）（「……本
書の目的は議論することにあるのではなく、大乗の根本教義を積極的に解
説するところにある……」（鈴木、『大乗仏教概論』、2004：19）42
ここから見て取れるのは、大拙が「polemic」という語を「positive exposition」
の反対語として採用していることである。したがって、この場合、
「polemic」は
「negative exposition」
（「否定的な論評」）———つまり「諍論」———という意
味で使われていることが分かる。
しかし、にもかかわらず、本書には、キリスト教徒の宗教理解やかれらの抱
いている信仰に対する厳しい批判がたびたび見える。たとえば、キリスト教の
神の性格やその存在を信じる者のことが次のように書かれている。
Buddhism does not recognise the existence of a being, who stands aloof from his
“creations,” and who meddles occasionally with human affairs when his
capricious will pleases him. This conception of a supreme being is very offensive
to Buddhists.（Suzuki、
『Outlines』、1907：31）「自分が創造した物と無関係
42

この場合には、
「a positive exposition of its [Mahāyāna’s] basic doctrines」を「大乗の根本教

義を積極的に解説する」よりも「その根本教義を肯定的に捉えた解説（を提供する）
」と訳
した方がいいかもしれない。なぜかというと、大拙がここで使う「positive」の語には、原
、、、
文のコンテキストでは、仏教を「虚無主義」として否定的に評価する、当時の学者への反
論、という意図が明確にこめられているからである。
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に存立し、時々気が向くと人間のことに介入してくる、そういった者の存
在を仏教は認めない。こういった超越者の考えは、仏教徒にとってはきわ
めて不快なものである。」（鈴木、『大乗仏教概論』、2004：27）43
また、キリスト教の基盤的な思想の一つ、人間一人一人に備わっているとさ
れる個人の霊魂に対しては、大拙は「vulgar」（「平凡」・「無作法」）といささか
侮辱的に表している（1907：38、39、42、44、49、89、145、等々）。大拙は個
人の霊魂を「ego-soul」（「エゴ的魂」）と呼んで、「自我魂を否定する」仏教の人
と違って、仏教学を勉強するキリスト教徒は「思索能力がなく、霊魂は実在す
るという伝統的理解を盲目的に受け入れている」ともいっている（鈴木、
『大乗
仏教概論』、2004：34）44。
大拙はそれに対置して、
「大乗仏教」を現代的な科学や知性と調和可能なもの
として描き出す。
...Buddhism clearly anticipated the outcome of modern psychological researches
at the time when all other religious and philosophical systems were eagerly
cherishing dogmatic superstitions concerning the nature of the ego.”（1907：40）
（「当時のほかのすべての宗教や哲学体系が、我の性質に関する独断的迷信
に固執していた時、仏教が現代の心理学的研究の結果をはっきり見越して
いた……。」）（鈴木、『大乗仏教概論』、2004：36）
キリスト教に不足しているという「intellect」
（「知性」）は、健康な宗教には欠
かせないものだと大拙は主張し45、「……仏教は決して宗教的信仰を科学的、批

43

佐々木訳よりも、さらに否定的な訳し方も可能かもしれない。例えば：「自分の『産物』

の上に鼻高々に（aloof）立ち、時々その不安定な気（capricious）が向くと、人間世界に干
渉する（meddle）———仏教は、そのようなものの存在を認めない。このような絶対的存在
（supreme being）の概念は、仏教徒にとっては極めて不快なものである。
」
44

「This Buddhist negation of the ego-soul is perhaps startling to the people, who, having no

speculative power, blindly accept the traditional, materialistic view of the soul.」
（Suzuki、
『Outlines』
、
1907：38）
45

「...but religion cannot fabricate whatever it pleases; it must work in perfect accord with the
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判的に研究することを嫌うものではない……」（鈴木、『大乗仏教概論』、2004：
88）46というのであった。
意志をもつ「法身」
大拙はキリスト教の超越的な人格神は批判しているが、しかし、超越的な存
在自体を認めないわけではない。
『Outlines』において紹介される重要な概念の一
つに「dharmakāya」（「法身」）がある。大拙は、絶対的な真実を象徴するこの法
身が、
「willfully」
（「意志的に」）または「rationally」
（「理性的に」）、
「directs the course
of the universe」（「万物を支配する」）という。
ここでの「法身」の説明はまだ、自ら批判しているはずのキリスト教の神と、
実際にはどこか似たものになっている（Suzuki、1907：238）47。しかし、
『Outlines』
以後の作品では、大拙は「法身」の意志を、ある個人的な性格に属するものと
してよりも、万物に先天的に具わる強いベクトル、ないし引力や磁力のような
ものとして描くようになる。例えば、『金剛経の禅』（1944）には、絶対的真実
に具わる二つの特徴の一つとしての「智慧」———もう一つは「大悲」———
が、独逸の民謡の「Lorelei」（「ローレイライ」）48におけるような、人間の心を
引き寄せる磁力なようなものを発する超越的な存在として現われている（鈴木、
『金剛経の禅』、1944、1968：395）
。この磁力のために、人間は、悟り、または
それが明かしてくれる「智慧」
（つまり絶対的真実に対する知識）を自然に求め
るようになるというのである。そして、
「智慧」の引力が働き終わった突端（つ
まり、徹底的な悟りに到達した途端）、真実のもう一つの特徴である「大悲」の
訴求力が働きかけてきて、煩悩に満ちた現実世界に再び向わせ、未だ智慧を現
intellect... Most of the superstitions fondly cherished by a pious heart are due to the disregard of the
intellectual element in religion.」
（1907：26）
46

「...Buddhism never discourages the scientific, critical investigation of religious beliefs.」
（1907：

97）
47

大拙のことにも触れる、日本仏教における法身の問題と、その「無我思想」に背いてい

るはず（とある幾人の研究者が訴える）ところ———つまり、いわゆる「批判仏教」———
については、
『Pruning the Bodhi Tree: The Storm Over Critical Buddhism』（「菩提樹の剪定：批
判仏教を巡る嵐」
）（1997）と『Critical Buddhism: Engaging with Modern Japanese Buddhist
Thought』
（
「批判仏教：現代日本仏教思想と関わり合う」）
（2011）を参考のこと。
48

近藤朔風の明治 42 年訳詞『女声唱歌』がある。
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実していない無数の衆生を助けるよう心を推し進める、というのである（鈴木、
『東洋的な見方』、1963、1970：252–53）

49

。『Outlines』におけるこのような考

えについて、佐々木の解説は次のように要約している。
さらに鈴木は、大乗仏教をヴェーダーンダ的に解釈するだけでは満足できず、
法身＝自発的意志（Spontaneous Will）というアイディアをだしてくる。法身
とはあらゆる場所に偏在し、常に作用し続ける自発的意志であり、それは生
き物たちに最大の利益をもたらすために自己を顕すのだというのである（し
たがって釈迦もキリストもマホメットも、同じ尊敬を受けるべき法身の顕れ
ということになる）。（鈴木、『大乗仏教概論』、2004：427）

佐々木はこれを「インド大乗仏教の特質ではない」とし、
「誓願思想を勝手に
改変するところから生まれてくるもの」と批判的に評しているが、この要約は
仏教学の通念と対比することで、逆に大拙の思考の特質をたいへんよく捉えて
いるように思われる（ただし、意志をもつ法身というアイディアについては、
菩薩の誓願思想だけでなく、唐末五代の禅僧たちが追究した法身の能動的主体
化というテーマを併せ考えるべきであるが）50。
佐々木の解説によると、大拙はこうした意志的な「法身」に関して批判を受
けたために、『Outlines』後の著述では、合理性を持った意志的な「宇宙的意志」
への言及を避けるようになったという（鈴木、
『大乗仏教概論』、2004：433）51。
49

「引力」
「磁力」
「訴求力」は大拙が用いた語ではなく、本論考の用語である。

50

南泉「法身は四大を具すか？」
（
『景徳伝灯録』巻 14 道吾円智章）
、仰山「法身は法を説

くことができるか？」
（同巻 11 仰山慧寂章）
、雲門「法身は飯を食うか？」
（
『雲門広録』巻
下）等々。
51

しかし、法身の「意志」は、自然的な力（上で論じた、本論考の言葉で言った「引力」
「磁

力」や「訴求力」
）として頻繁に出る。例えば、Suzuki『Essays in Zen Buddhism (Second Series)』
（1933、1958）頁 266 を参考せよ：
「The cleansing of sin is, therefore, intellectually seeing into the
truth that there is something more in what is taken for the self, and conatively in willing and doing
the will of that something which transcends the self and yet works through the self.」
（下線は、引用
者）
。和訳は、鈴木『東洋的一』
（1942、1968）頁 367 に見える。大拙は、のちに『Outlines』
の内容を『Buddhism in England』誌（1930–34、第 5 巻 1 号から、第 8 巻 6 号まで）に連載
の形で再掲することを許可している。大拙が『Outlines』の考えを放棄していなかったこと
70

第 2 章———在米時代

しかし、大拙が伝統的な教理からの逸脱や、自らのキリスト教批判との齟齬を
おそれず、敢えて「法身」を意志的存在として説こうとしたのは、大拙がこの
書物を「仏教学」の書でなく、あくまでも自身の信ずる「仏教」の書として書
いたことを示しているように思われる。大拙の生前に『Outlines』の抄訳に着手
した志村武は、大拙自身が本書について語った次のようなことばを書き留めて
いる。

そうだろう。学者が書いた本ではないからな。わしは知識を並べたのでは
なくて、信仰を書いたのだ。（志村、『青春の鈴木大拙』、1973：57）。
「衆生無辺誓願度」の悲願を、個人の意志や感情ではなく、個々の存在を超
えたなにか普遍的なものとして表現せずにおれないものが、大拙のなかにあっ
たのであろう。翻訳の過程で志村が「Spontaneous Power」をどう訳すべきかたず
ねたところ、大拙は「本願力と訳せ。わしは、そういうつもりで使ったのだ」
と答えたという（志村、1973：59）。表現は変わったとしても、この考え自体を、
大拙は終生捨てていない。普遍性にもとづきつつ自由に行為する宗教的主体と
いう考えを、大拙は後年、『禅の思想』（1943 年・昭和 18）で「超個と個」「宇
宙霊と個多」という概念で説明している。そこでいう「超個」
「宇宙霊」は『Outlines』
の「法身」の脱化にほかならない52。

がうかがわれる（再掲は簡約版になっているが、
「意志」などに関わる論点はそのまま採録
されている）
。
52

「超個と個」については竹村「鈴木大拙への一視点———個と超個の思想をめぐって」

（2003）頁 72、参照。また、後年、岡村美穂子は大拙とユングの会談について次のように
語っている。断片的な回想なので詳細はわからないが、ここにいう「cosmic unconscious」
も『Outlines』にいう「法身」の別名ないし変奏のように思われる。
「禅とユングの思想とは、
よく似てるって思われていましたので、それで、どこが似ているかと先生が聞くと、一つ
には、
「collective unconsciousness」
（集合的無意識）と阿頼耶識が似てる、と。そこで、先生
は、その点をズバリと聞くことにしたのだと思います。
「あなたは、collective unconsciousness
という言葉を使っていますが、どうして、cosmic unconscious と言わないのですか？」する
と、ユング先生は答えられた。
「I am a scientist」（私は科学者です）と。面会はそこで終わ
ったに等しかった。帰り道、先生はまるで独言のように言われました。「He limits himself」
（彼は自ら自分の限度を決めつけている）と」（岡村美穂子・上田閑照、『思い出の小箱か
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大乗仏教における「本質」なるもの
この「法身」をはじめ、
『Outlines』では「本質」的なるものがその重要なキー
ワードとなっている53。仏教の基盤には、全一にして普遍なる「本質」ないし「エ
ッセンス」とでもいうべきものが潜在していると大拙は考えているのである。
大拙はそれを「法身」「如来蔵」「阿頼耶」などとさまざまに呼ぶ。伝統的な教
理学からすれば誤解とされるかもしれないが、大拙はそれらをみな「一真実」
を異なった側面から見ただけのものと考えていたのである54（明確な根拠を示す
のは難しいが、それはおそらく哲学的思索の結論として考えられたものでなく、
「見性」の体験によって直観され実感されたものだったのではないかと想像さ
れる）。仏教の長い歴史とそのなかで生じた種々の教理的分岐を捨象して創作な
いし虚構された、この簡明にして単一なる「本質」は、大拙の晩年の作品にま
で一貫して見出される。
むろん、このような論法は、現代の学者はもとより、刊行の当時においても
仏教学者から厳しい批判を受けた。例えば、ベルギーの有名な印度仏教学者 Louis
Étienne Joseph Marie Levieux de La Vallée-Poussin（名字：ド・ラ・ヴァレー・プサ
ン；1869–1938）は書評「Daisetz Teitaro Suzuki. Outlines of Mahāyāna Buddhism」55
で、大拙による「大乗仏教」の概念の過度な単純化を批判している56。しかし、

ら――鈴木大拙のこと』
、1997：86）
。
53

Dan Lusthaus ダン・ラストハウスによると、例えば、大拙の『楞伽経』英訳には、ある種

の「実存的に存在する本質」が暗示されている。そして、それが、「純粋」という性質を必
ず備えていて、ある種の「a priori」（「先験的に」）捉えられた「如来蔵」に当たるという
（Lusthaus、1997：49）
。
54

例えば、次のようにいう：
「Nirvāna, Dharmakāya, Tathāgata, Tathāgata-garbha, Paramarthā,

Buddha, Bodhicitta, or Bhūtatathātā,—all these terms signify merely so many different aspects of
one and the same reality.」
（Suzuki、1907：299）（和訳は、鈴木[2004]頁 264 に見える）。
55

『The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland』
（1908 号：885–94）
。

その批判の詳細については『大乗仏教概論』に見える訳者佐々木閑の「訳者後記」
（頁 419–
37）を見よ。
56

現代の学者は大拙の仏典概念利用方法に対して、往々、
「エッセンス主義」や「本質主義」

（essentualism）などと断じている。Pye（2008：7）と Sharf（1995：44）が代表的である。
Suzuki『Zen and Japanese Culture』
（2010）頁 xiii の解説で Jaffe も同じようなことを暗示する。
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大拙のこのようなアプローチに対する評価は、否定的なものばかりでもない。
Pye は大拙の「エッセンス主義」
（essentualism）について次のようにいっている。
On the one hand his work is very wide-ranging. But then again it is selective from
within the Buddhist tradition, in a very original way.（Pye 2008：8）（イタリッ
ク体強調は、原文）（「かれの著作は、一方では、とても広範囲に渡る。し
かし、他方、それは、きわめて独特な方法で、仏教の伝統から「選び取ら
れた」ものなのである。」）
佐々木も、この著作のなかの梵語の表記や仏教学の術語の使用に関する過誤
を指摘しながらも、最終的にはこの書物を大拙の独自の思想を表現したものと
認め、「『法華経』などの経典と同レベルに並ぶ『大拙大乗経』とも呼ぶべき新
たな聖典の誕生を意味している」と評している（鈴木、
『大乗仏教概論』、2004：
436）。きわめて正当な評価と思われるが、ただし、その独自性は何も無いとこ
ろから大拙が一人で考え出したものではなく、Ketelaar（1993）や Snodgrass（2003）
が指摘するように、明治新仏教の思潮を継承しつつ独自の発展を加えたものだ
ということも忘れてはならないであろう57。佐々木のいう「大拙大乗経」は、ま
た「明治新仏教の大乗経」でもあるのだった。
以上、大拙の帰国直前の著述 2 点について概観した。共通するのは、大拙が
それまでの仏教の伝統とも、近代的な仏教学や歴史学の成果とも異なった、独
自の新仏教の「伝統」と「教義」を創作しているということである。現代の学
者の批判はおおむね自分たちの学問を基準としたものであって、大拙自身の思
惟自体に沿った批判ではないように思われる。それはあたかも球体にモノサシ
をあてて、正確でないと責めているようではあるまいか。もう一度いうが、大
拙の書物は、
「仏教学」の書ではなく、あくまでも自身の信ずる「仏教」の書な
のである。
57

すでに前章で紹介したとおり、Snodgrass は、
『Presenting Buddhism to the West』
（2003）で、

大拙を井上円了や釈宗演などのような新仏教普及者の継続者として描いている。また、明
治新仏教の仲間との共通点を示し、かれがどのように新仏教を普遍的な宗教として世界で
広めようとしたかを説明している。
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第3章

学習院時代

1909 年・明治 42（39 歳）～1921 年・大正 10（51 歳）
帰

国

あくる 1908 年（明治 41）の 2 月、大拙はついにアメリカを発つ。
大拙の帰国には、自身の将来の生活問題のほかに、当時の社会的な背景が関
係していたかも知れない。これよりさき、1906 年（明治 39）10 月 27 日、大拙
は、その後釈宗演の後をつぐことになる釈宗活の訪米について、釈宗演宛てに
手紙を出している。その一年前、1905 年（明治）9 月下旬に日露戦争が終わり、
アメリカ、特にサンフランシスコでは、反日運動が高まっていた。当時は、サ
ンフランシスコをふくむカリフォルニア州の教育委員会が 1894 年（明治 27）の
自由移民条約に反して、在米の子供を人種別学校に行かせた。反日本熱のなか
で宗活がわざわざアメリカに行く理由が大拙には分からなかった。
元来活上座は何のために此地へ錫を飛ばされたるにか、予の始めて聞きし
ときは其風説の必ず虚ならんことを思ひたるに其事の実なるに至りては、
予の迷愈深し（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：302）
当時、外交官へ目指していた大拙が宗活の消息を聞き知ったのは、サンフラ
ンシスコで活躍していた上埜領事との交流を通じてであったらしい。大拙は当
時の緊迫した状況について、次のように書いている。
桑港58における日本人排斥非常の熱に上りたりを見ゆ、青木公使59よりの正
式の抗議と云ひ、米国内閣大臣の急行出張と云ひ容易成らずと思はる、上
〔忙〕

埜領事の多 望 なるを推すべし、太平洋沿岸の排日本熱他日必ず日米両国の
破裂を来さんを恐る（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：302）
このような社会情勢も、大拙の帰国のきっかけの一つにはなっていたであろ

58

「桑港」は、サンフランシスコのこと。

59

当時駐米大使であった元外務大臣、青木周蔵（1844–1914）のこと。
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う。
1908 年（明治 41）2 月 29 日、大拙はニューヨークからアドリアチッタ号に乗
ってアメリカを離れ、英国へ出発する。ほぼ 1 年間、ロンドンとオックスフォ
ードを中心に、ヨーロッパの各地を回るが、Carus との書簡からすれば、これは
まだ資料調査と集中的な翻訳のための一定期間の出張であったようで、Hegeler
からの支援もつづいていた。一時は大拙と Carus が日本で再会する計画もあった
らしく、大拙がアメリカに戻らないということは、当時まだはっきりしていな
かったようである。ヨーロッパで大拙は、Carus からもらった何枚もの紹介状を
頼りに、権力や知識のある有名人たちに会い、講義に出席したり個人的な研究
を行ったりしていった。この間、公刊した研究成果は少ないが、帰国後の 1910
年（明治 43）には、
「英国倫敦スエデンボルグ協会」の支援のもと、E. Swedenborg
『Heaven and its Wonders and Hell』の日訳『天界と地獄』を出版した。その後大
拙、数年に渡って Swedenborg の著作を翻訳したり、その思想についてエッセイ
を書いたりすることになる。
帰国から数カ月後の 1909 年（明治 42）8 月、大拙は旧宮内省の外局として設
置された官立学校、学習院の嘱託英語講師に任ぜられた。松方三郎によると、
大拙は生徒から「河童」のあだ名でよばれていたという（岩倉、1986：153）、
大拙はまだ外交官にも仏教学者にもなっていなかったが、学習院の人間関係を
通して当時の日本権力層の人々と親しくなり、いろいろな場で宗教や西洋思想
について講義をするようになっていった。やがて東京帝国大学文科大学にも嘱
託講師として出講するようになった。

近代化と西洋化
大拙が生まれ育った時代は、
「近代化」と「西洋化」という二つの概念やその
間の関係を定義しようとする挑戦から、あらゆる問題が生じ、それらの問題が
日々目の前にあった時代であった。Kenneth Pyle ケネス・パイルは明治初期の若
者の精神について、次のように言っている。
明治時代初期における変化の急激な速度は、歴史的発展において鋭い亀裂
が生じたという印象をつくり出し、過去との連続についてのかれらの意識
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を崩壊させた。この崩壊のただなかで成長した若い日本人は、今や、自分
たちの独特の経験を何らのかたちで過去と未来に関連づけ、そうすること
によってかれらの時代の意識を理解し評価するための展望を示してくれる
ような、新しい歴史観を求めていた。
（パイル、1969、2013：87–88）
（原文：
P yle、1969：50）
大拙は人格形成に決定的な意味をもつ人生のはじめ 30 年間を、日本の最も激
しい変動の時代に過ごした。
「正しい」答えというもののないこの時代、さまざ
まなアイデアや思想の提示が許された。青年時代には誰もが自らのアイデンテ
ィティーを探しているものであろうが、大拙の時代、多くの若者たちは、
「国民」
としての、さらには「人類」としてのアイデンティティーまで考えていた。こ
のような「模索的な」時代、多数の思想的「宗派」が生み出され、
「近代化」の
問題との対決についてもいくつか突出したグループが現れるようになった。む
ろん、どこの政治問題でも、
「白黒」をはっきり分けることは困難だが、Pyle は、
それを次の三種に分類している。
（1）宗教的、思想的、または倫理的な面まで欧化しないと「近代化」が出来
ないと考える人々。
（2）「伝統的な日本思想」に依拠しつつ、その技術を生んだ精神は完全に無
視して、欧米の機械だけを採用すべきと主張する人々。
（3）伝統的な文化を尊重しながら、西洋の機械とともにその思想も倫理も必
要に応じてほどよく輸入するのが最も賢明であると考える人々。
とくとみ そ ほ う

（1）について、Pyle は徳富蘇峰をその代表とする。徳富によって 1880 年代
半ばに設立された「民友社」の立場を、彼は次のように説明する。
「強力な工業
を築き上げるためには、日本の伝統の多くを西洋から彩り入れた技術と習慣に
置き換えることが必要」と考え、
「青年に向かって十九世紀の［西洋的な］自由
主義原理にもとづく日本社会の完全なる西洋化を追求すべきであると力説した」
（パイル、1969：4）（原文：Pyle、1969、2013：19–20）。
結局（2）の思潮が勝利して太平洋戦争の悲惨を齎したことは言うまでもない
が、ここで重要なのは（3）の思潮である。1880 年代後半から 1890 年代の終わ
る頃までは、この思潮が優勢になり、（1）の代表である徳富蘇峰もこの方向に
どんどん傾斜していった。結果、この時期、
（ａ）伝統的な価値観や倫理と（ｂ）
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西洋化または近代化との間によりバランスの取れた関係を持たなければならな
いと考える人が増えたのであった。
第 1 章でふれたように、学校を通っていた青年時代、幾人かの思想家の著作
から大きな影響を受けたと晩年の大拙が語っていた。そこで挙げられた思想家
の中には、上にいう徳富蘇峰と、さらに「政教社」を代表した三宅雪嶺の名が
あった。三宅の父親が大拙の父と同じく加賀藩本多家に属する医師であったこ
とは、ただの偶然かも知れないが、大拙にとってその主張に親近感をもつ要素
の一つにはなったろう。しかし、大拙が徳富とならべて三宅の名を挙げている
ことには、地縁による親近感以上の重要な意味がある。大拙は成人してから『日
本人』という雑誌にいくつかエッセイを載せているが、
『日本人』はまさに三宅
らの「政教社」の刊行物にほかならない。
「政教社」について Pyle は、次のよう
に述べている。
政教社は、単一で直線的な発展の考え方をとる立場と保守的国家主義者の
見解との中間的位置を占めていたから、一方では自己破壊的な疑惑や屈辱
を招くことなく達成し得る必要な社会変化を捉すと同時に、他方ではゆが
んだ自尊や外的世界からの精神的孤独立を生み出すことなく、しかも文化
的独立の意識を供給しようと試みた。
（パイル、1969、2013：306）
（原文：
Pyle、1969：196)
大拙の青年時代は、激変と激動の時代だった。もし彼がもう少し早く生まれ
ていたら、その思想はさきの（1）のような完全西洋化の方向に進んでいたかも
知れないが、彼が大人になりかけようとしていた時期、社会はすでに「日本の
伝統を尊敬しながら近代化して行く」という（3）のような思潮に傾いていた。
大拙が、伝統と近代、日本と西洋、それらを二者択一でなく、常に両極を包摂
する楕円の形で考え続けたのは、そうした青年期の社会の思潮とも無関係では
なかっただろう。それは、具体的には、しばしば、西洋と日本と双方への批判
という形で現われている。帰国当時の気持ちを、大拙自身は『也風流庵自伝』
で次のように語っている。

殊にこの、アメリカに十年ほどをつたですね。それからヨーロッパを回つて
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一年ほど経つて帰つて来た。まあ十一、二年は外国にをつて、さうして日本
へ帰つて見るといふと、どうしても、西洋にいいところは、いくらでもある
と……いくらでもあつて、日本はそいつを取り入れにやならんが、日本は日
本として、或は東洋は東洋として、西洋に知らせなけりやならんものがいく
らでもあると。殊にそれは哲学・宗教の方面だと、それをやらないかんとい
ふのが、今までのわしを動かした動機ですね。
（鈴木、
『鈴木大拙の人と学問』、
1961：179）
1897 年（明治 30）から十余年の滞米中、大拙はしばしば日本の雑誌に小論文
を寄稿している。宗教雑誌でないものとしては、自由主義やマルクス主義を代
表する『反省雑誌』
（1899 年から『中央公論』60に改題）や上にふれた『日本人』
への掲載が特に多かった。そのなかで、大拙は、珍しく思ったアメリカの習慣
や技術について説明して、日本にはあまり見られない犯罪や悲惨な人殺しの仕
方を非難したり、日本よりもきれいな住宅や一般的な清潔さや人の優しさなど
を褒めたりもしている。アメリカについても、日本についても、その都度自由
に肯定的に評価したり、否定的に批判したりする。しかし、具体的な批判の対
象が何であるのか、分かりづらいところも少なくない。1896 年（明治 29）刊の
『新宗教論』をめぐる佐藤平と Brian Victoria との論争にも見られたように、大
拙の社会論は多面的に解釈でき、はっきりした立場を確認するのが難しいので
ある。例えば、1898 年（明治 31）の釈宗演への手紙を見られたい。
内地雑居に対して仏教徒が注意すべきは基教の侵入にあらずして悪徳の伝
播に候、横浜神戸の如き開港場の道徳的腐敗は人の知る所に候が、之は西
洋人の金を有すると共に、本国を放るれば直に持前の蛮性を現すからに候、
固より一方には善良なる影響を国民に及ばすことあらんも、利は取るべし、
害は拒絶せざるべからず（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：
139–140]

60

『反省雑誌』は元々西本願寺に属する仏教学雑誌であったが、
『中央公論』になってから

段々一般向けになっていった。
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当時、在日外国人は、治外法権制度によって、一般人とは隔離されたところ
で別の法律のなかで生きていた。それが日本人と障害なくやり取りが出来、同
じ町に住めるようになったら（内地雑居）、どのような問題が生じて来るかと多
くの人が憂慮していた。大拙はここで「内地雑居」自体に断言的には反対して
いない。しかし、仏教徒は、その際、キリスト教（基教）の伸張よりも「道徳
的腐敗」の伝播のほうに注意しなければならないと述べている。この言葉は、
現代の環境においては、強烈な差別にしか聞こえないだろう。しかし、注目し
たいのは、いかにも『日本人』と政教社が言いそうな「利は取るべし、害は拒
絶せざるべからず」の言葉である。イギリスをはじめとする西洋列強諸国が印
度と中国の命運を不可逆的に変えてしまった現実を見て、次は日本の番だと思
わなかった日本人は、おそらくごく少数であったと想像される。そのような時
代背景のもと、個人的なレベルでいくら西洋人と親しく交わっても、
「人種平等」
が遠い未来の夢としか考えられなかったのも無理はなかろう。アメリカでの人
種差別を直接に体験した大拙にとって、西洋文明の支配に無条件に服従するこ
とはとうてい考えられないことであったに違いない。
しかし、日本に帰ってからの社会的批評では、日本国内の軍国主義的風潮へ
の批判が多くなる。佐藤平は論文のなかでそうした文章を多数引用し、大拙の
反戦争の姿勢を示そうとしている。たとえば 1910 年（明治 43）、日本に戻った
直後の大拙は『新仏教』誌に「縁陰漫語」（『論考一———一八九四–一九一六』
［2002］の一部として SDZ30：404–12 に収録）というエッセイを寄稿し、その
中で次のように述べている。
日清日露の両大戦役の後を受けたるが故なりと曰はば曰ふものの、軍人の
蹴属は余り心地よく患はれぬものなり。米国において軍服がましきものを
見るは、宿屋の召使位なものなれど、英国に渉れば、多少の兵隊を見る、
而も自に立つほどにあらず。仏国に行き、独逸に旅するに及びて、始めて
国を挙げて大軍隊的組織なるを見る。露国に歪りても同様なるべしと信ず。
而して其最も甚しく思はるるは、日本に帰りてなるべし。これ一は我国の
事情を知り、また軍人全盛の実際を覚り得べき機会に触るること多きに由
るべし。されど其余りよき心地せざるは、何国に在りても然り。身自ら軍
人となりて時めくに至れば、兎に角、今日の身の上より見れば、軍人の優
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遇は分に過ぎたる如く患はる。其上平気に観じ来たりても軍人の偏重は決
して国家の前途のために祝すべからざるものと予は信ず。一方を重んずれ
ば勢ひ地方を軽んぜざるべからず、即ち軍人に多くの金を費やすときは、
教育に之を惜しむと云ふが如き事情なき能はず。
（鈴木、2002：407–8）
（佐
藤、2007：45–46 引）
これは日本人の読者向けに書かれたものだが、西洋人である Carus への私信に
も、同じような気持ちが書かれている。
The Japanese are very narrow-minded. The government seems to be trying to
suppress every new doctrine that may conflict with the old notions of loyalty or
patriotism. Since the war reactionaries are in full power, and militarism runs wild.
（「日本人はとても心細く思っています。政府は昔ながらの忠君や愛国と対
立する［政治的］新教義を全て抑圧しようとしているようです。戦争［日
露戦争］以来、反動的な勢いが席捲し、軍国主義が暴走しています。」）
（鈴
木、『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：343–44]
朝鮮への視線
しかし、
Victoria によると、
「…Suzuki avidly supported Japan’s takeover of Korea as
revealed by comments he made in 1912 about that “poor country,” i.e., Korea…」
（Victoria、
『Zen as a Cult of Death in the Wartime Writings of D.T. Suzuki』2013：頁
番号無し）61（「かれが 1912 年に、かの「貧しい国」——朝鮮——について発し
たコメントが露呈するように、鈴木は日本による朝鮮の奪取を熱心に応援し
た」）。Victoria の観点からすれば、大拙は自害を招く戦争には反対していたが、
帝国主義そのものには反対していなかった。ただし、上に挙げた引用にも、ま
た書簡などの他の例のあらゆるところにも確認できるように、大拙は日本の軍
国主義に対しては、議論の余地なく、反対であった。
「帝国主義」というものが、
定義的に「戦争と必然的に絡む」ものと解するならば———むろん他の解釈も
あるが———この事実と Victoria の立場はいくらか矛盾していることになる。こ

61

http://www.japanfocus.org/-Brian-Victoria/3973
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の矛盾がどこから生ずるかという問題を理解するために、Victoria の結論を裏づ
、、
シ ベ リ ア
けるはずの証拠の一つを検討してみよう。朝鮮に対するコメントは、西比利亜鉄
道経由でロンドンから日本に帰国した後に書いた「西比利亜旅行雑記」という
エッセイの一部である。
露国を通過して後、日本に入れば如何にもわが国のせまきを覚ゆ。殊に朝
鮮などは何にもならぬように思はる。あんな貧乏国をわが領土に入れたり
とて、世話のやけるのみにて実際の利益は何がありとせんや。朝鮮人のた
めには日本の治下に服するをよしとすべけれど、日本にとりては、満州を
とり、露領に入りて、未開の地、人口稀少の国を開くより利あるはなけん。
貧乏朝鮮

只一通りの汽車旅行なれば朝鮮を一概に貧乏と断ずるわけに行

かぬかも知らざれど、うち見たる所、紫昌の光景は少しも目に入らず。百
性の家のあはれるなること竊に同情を禁ずる能はず。日本の政府の手に帰
したるは彼等にとりて如何ばかりの幸ひなるかを知るべからず。独立とか
何とか云ふときは立派なれども、既に自立の元気と実力とを欠きながら尚
ほ独立呼ばはりをなしたりとて何の役にかならん。素人旅客の目にして見
れば、朝鮮は日本に附属したる日を蘇生の日となして可ならんか。（鈴木、
『向上の鐵槌』、1915、1969：187–88）62

この文書は、現代の立場からすれば、確かに非常に問題のあるものといわざ
るを得ない。朝鮮の実力を見くびって、
「貧乏」と侮辱する。独立への希望を低
く見つもって、日本政府の帝国主義を暗示的に褒め喩える。これらについての
免責は困難だが、当時のコンテキストを考慮すれば、Victoria の論述の強さには
加減の余地もあるようである。Victoria が採用している上の一文の英訳は次のよ
うなものである。
They [Koreans] don’t know how fortunate they are to have been returned to the
hands of the Japanese government. It’s all well and good to talk independence and
the like, but it’s useless for them to call for independence when they lack the

62

最初は、
『新仏教』
（1912 年巻 13 番第 10 号：1000–1007）に出版された。
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capability and vitality to stand on their own. Looked at from the point of view of
someone like myself who is just passing through, I think Korea ought to count the
day that it was annexed to Japan as the day of its revival.（Victoria、2013：頁番
号無し）
すぐ気づかれることは、朝鮮のことを語った上の一文の最後の数行しか引か
れていないことである。学術論文において、最も妥当なところのみが引かれる
のはふつうのことではあろう。だが、Victoria の引用では、彼の地の人々の生活
の難しさに同情する言葉（「百性の家のあはれるなること竊に同情を禁ずる能は
ず」）が除かれているために、
「don’t know how fortunate they are」
（「自分がどれほ
ど恵まれているかは知らない」）というセンテンスがきわめて限定的な意味に変
わってしまっているように思われる。試みに Victoria の英訳の独自性を生かしな
がら、それを日文に訳しもどしてみると次のようになる。
彼等は、日本政府の手に帰したことがどれほどの恵みなのかを知らない。
独立などについて語ったりするのはよいが、自立するための能力や活力が
ないので、独立などを求めるのは無理だ。ただ自分のように通過するだけ
の者の観点からすれば、朝鮮は併合された日を復活の日と看做すべきだ、
と自分は思う。
日本語の原文とは、語調がひどく変わっていないだろうか。少なくとも Victoria
とは異なった観点から大拙の原文を解釈する余地は充分にあると思われる。
ここで大拙が当時どのように日本社会を評価していたかを併せ見るのも無益
なことではないだろう。上記の大拙の文章は 1912 年（大正元）に掲載され、の
ち 1915 年（大正 4）刊行の『向上の鐵槌』（興成館書店；SDZ27：1–191 に収録
されている）という文集に再録された。そこで「西比利亜旅行雑記」の前に収
められているのは、
「誤れる日本の現代文明」という強い名前のついた一章であ
る。この章は 13 節にわたって日本社会のあらゆる面を徹底的に否定し、道徳的
または技術的な向上を要求している。その節の名は次のようなものであった
———「育児上の迷謬」
「不正頓なるキッチン」
「下水道の不完全と伝染病」
「食
器の消毒」「風景を破壊する電車」「純日本式の都会」「僧界人なきか」「所謂る
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田舎の人」
「風呂場の厠印」
「校正の疎漏」
「露店の増設」
「家族制度なるもの」
「東
西の手紙」。ほとんどの場合、外国の例と比べながら、日本におけるマナー、清
潔さ、努力の欠如が嘆かれている。
『向上の鐵槌』には「警察の厚遇と犯罪」という一章もある。
「近来頻り残酷
なる罪悪の都下に起こりつつある」ことを非難するものである（Suzuki、1915、
1969：126）。そこで大拙は、そのために日本を江戸時代に戻すべきなのかと問
い、逆に昔から残っている日本の習慣こそが現在の問題の一因となっているの
だと述べていく。少し長くなるが、大拙の「現代化」に対する態度を測るのに
大切なので、省略無しに一段を引いてみる。
是れ亦封建の余毒

日本人がその生命・財産を欧米人の如くに大切なる
たた

ものと思わざる原因の一は、封建の遺習、今尚ほ崇りをなすに在り。封建
の時代精神とも云ふべきは、或る特別の階級の存在と繋昌と永続とを期す
るに在りたれば、此の目的以外に出づるものは、只此の目的を遂ぐるため
の方便・器械としか思はれず、必要に迫らるるときは是等事物又は人物を
如何やうに処分するとも固より当たり前のことと看過せられたるなり。武
士が何か云ふと腹を切りたり、また素町人・土百姓のたぐひを無礼なりと
て切り捨てても刑罰御免となり、又、君のためとか、家のためとか云へば、
婦人は其の操を売物にしたり無きものにしたりするを平常のこととなし、
又少しでもお上のものの御機嫌を損ずるときは、何の理由もなきに、その
財産を没収せられ、また家屋に浸入せらるるを固よりのことと信じたる如
き、今日の進歩せる思想より見れば、如何にも乱暴至極と思はれざるを得
ず。されど、人の心及び社会の心と云ふべきものは、吾等が信ずるよりも
遅鈍に動くものと見え、道理は此の如しと思はれても、その道理が、実際
日々の行ひに現はれ、日々の思考の土台となるは中々容易のことにあらず。
習慣・惰力の恐るべきは実に此の如くきものあるによる。（鈴木、1915、
1969：126–7）
、、
、、
大拙が日本史の全てを重んじ欧米の影響を全て拒絶するといった独善的な日本
至上主義の立場からはほど遠かったことがわかる。
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学習院時代の身分と生活
学習院時代のことに話をもどす。
先にも述べたとおり、1909 年（明治 42）3 月、約 1 年のヨーロッパ滞在を終
え、ついに十一年ぶりに祖国日本に帰りついた大拙は、同年 8 月から皇族や華
族子弟の教育機関であった学習院に、英語の講師として勤務した。その当時、
院長は乃木希典将軍であった。のちには金沢時代の恩師北条時敬も、その院長
となる。北条がかつて金沢で青年期の大拙や西田の禅への関心を決定づけた恩
師であったことは、すでに見た63。
当初、嘱託の講師であった大拙は、翌春、教授に任ぜられた。1910 年（明治
43）4 月 30 日付けの宮内省の辞令には「任学習院教授

叙高等官六等

賜一級

俸 1200 円」とある（身分は上がったが、給料は逆に 100 円ほど下がったという）
（桐田、2005：28）64。旧官制では、官吏は「勅任官」
「奏任官」
「判任官」の三
等に区分され、「勅任官」「奏任官」をあわせて「高等官」と称した。「高等官」
一、二等が「勅任官」、三～九等が「奏任官」である。
ついで 1912 年（明治 45＝大正元）8 月 30 日、大拙は「正七位鈴木貞太郎

叙

従六位」という辞令を宮内大臣から受けた。位階の対象人物に関しては、次の
ように叙位条例 1 条に記されている、
「凡ソ位ハ華族勅奏任官及国家ニ勲功アル
者又ハ表彰スヘキ功績アル者ニ叙ス」。大拙はその後 1918 年（大正 7）6 月 22
日に高等官三等に昇進し、その 7 月 31 日に従五位に叙せられている。高等官三
等が奏任官としては最も高い等級であり、従四位以上が「勅授」となることを
考えれば、食べてゆく道に思い悩んでいた帰国前に比して、相当の地位を得た
と言えるだろう（ちなみに「従五位」の上は、正従四位が「男爵」、正従三位が
「子爵」、従二位が「伯爵」、正二位が「侯爵」、最高位が従一位の「公爵」であ
った。1877–1884 年、初代の学習院院長立花種恭（三池藩第 8 代藩主、子爵）か

63

「この北条時敬というのはなかなかの教育家でしたな。で、その人の数学というものが、

わしらがはじめ習ったときの数学とだいぶ違うので、その時にはじめて数学っていうもの
に対して、いくらか興味をもつようになったのが、まあ北条先生のおかげだな。……［中
略］……それから北条先生は、東京におられた時、その円覚寺の今北洪川和尚について坐
禅をした人ですね。
」
（鈴木、
『鈴木大拙の人と学問』
、1961：170）
64

大変にルースで米の値段から計算すれば、1910 年代の 100 円が現代の大体 10 万円相当と

なるであろう。
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ら第 11 代の大迫尚敏（陸軍大将、子爵）まで、そのほとんどが子爵、男爵、ま
たは公爵であった）。一般には清貧と脱俗の印象の強い大拙ではあるが———そ
して、本人の心境は常にそのようであったことを多くの証言が伝えているが
———しかし、学習院時代に得られた大拙の社会的地位は客観的には決して低
いものではなかった。大拙はのち、牧野伸顕（1861–1949／1921 年、宮内大臣）
や近衛文麿（1891–1945）、牧野の女婿吉田茂（1878–1967）などと親交をもつこ
とになるが（後述）、それがこの時期の地位や人脈と無関係でなかったであろう
ことは、想像に難くない。
学習院時代、大拙は公私ともに多忙であった。親友西田幾多郎と頻繁に会い
（1910 年・明治 43 にはほぼ毎月、京都または東京で西田と会っている）、学会
に出席し、かたわら宗演への熱心な参禅もつづけられていた。宗演とは『碧巌
録』を勉強した（大拙は 90 歳を超えてからこれの英訳の抄訳を作成している）。
また 1910 年（明治 43）、Swedenborg スエーデンボルグ『天界と地獄』の日訳、
げっしょう

翌 1911 年（明治 44）には仏教学者佐々木 月 樵（1875–1926）とともに『The Life
of the Shōnin Shinran』の英訳を公刊し、ほかに数十篇のエッセイを雑誌に寄稿し
ている。教授昇任の翌年、1911 年（明治 44）2 月 14 日には Beatrice が来日。同
12 月 12 日に横浜米国領事館で結婚式を挙げた（のちにはその母親をも迎えて同
居した）。大拙は年に幾度も Beatrice を連れて、美術館や歌舞伎、帝国劇場のオ
ペラなどの鑑賞に出かけた。ほぼ毎月、鎌倉の宗演のもとに通っていたが、
Beatrice をつれて円覚寺内の「正伝庵」に泊まることもあったという（桐田、
2005：31–39）。
結婚の翌年、1912 年（明治 45＝大正元）2 月、大拙はモスクワ経由でロンド
ンに旅立っている（出発前に帝国大学講師の職を辞した）。旅程は 4 ヶ月余。8
月下旬プサン経由で帰国している。学習院時代、それなりの社会的地位と生活
の安定を得、忙しく日々を送っていた大拙であったが、1919 年（大正 8）の宗
演の遷化や学内の紛糾によって東京にいる意味を失い、1921 年（大正 10）、十
二年にわたって勤めた学習院をやめ、京都の大谷大学に転出した。この前後の
経緯について、大拙自身は『也風流庵自伝』で次のように回想している65。

65

鈴木大拙全集第 30 巻にある『自叙伝』に出る、この「也風流自伝」は、もともと 1961
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アメリカやヨーロッパから帰つて来てですね、学習院の先生と、それから
帝国大学文学部（東京帝国大学文科大学）の英語の先生になつたわけでね。
それにやまあ藤岡（作太郎）君などがありや世話したんだが。学習院にを
る間は、別に何もやらなかつたいな、ただ参禅しに鎌倉へしよつちゆう通
つたと。もう汽車の出来てをるし、まあ設備の出来てをつたから、しよつ
ちゆうこちら[鎌倉]へ来たのね。そのほか、別に自分で禅のことを書いた
ことはないやうに思ふがな。もしあつたとすれば、所謂るこの第一次世界
戦争の時に、スコットといふ人がやり始めた雑誌の中へ何回かにわたつて
執筆した。それが後年になつて出版になつて、
『アン・イントロダクション・
ツウ・ゼン・ブディズム』といふ本になつて出たと。それから宗演老師が
大正八年に遷化せられて、それで東京にをつてもしやうがないしと。それ
からまた学習院の中にちよつと問題が起こつて……。
［第 10 代、1907–1912
年］乃木［希典］さんの後に、何でも偉い軍人が院長になつた。その院長
が亡くなられて、その次の院長の人と学習院との間に、まあ意見の衝突と
いふか……そのころ学習院の方に関係してをる宮内省の役人たちが後ろに
をつたもんだらう……何か少し行き違ひで、学校をやめてしまふといふこ
とがあつたんだな。（鈴木、『自叙伝』、1961、1970：577–78）66

年春秋社刊行の『鈴木大拙・禅選集』別巻『鈴木大拙の人と学問』所収の一文であった。
古田紹欽によると、
「この一文は、昭和三十六年二月一日に NHK 第二放送で行つた放送を、
録音によつて、私が整理したものである。放送の際の題は「私の自叙伝———禅と私———」
となつてゐたが、著者の了解を得てこのやうに改題して発表された」
（鈴木、
『自叙伝』、1961、
1970：668）
（注：古田の文章は鈴木大拙全集第 30 巻の後ろにあるので、『自叙伝』の引用
情報で指している頁 567―622 の外にある）
。Abe（1986：13－26）には、Steve Antinoff スチ
ィーブ・アンティノフと Mami Chida マミ・チダによる英訳「An Autobiographical Account」
が見える。
66

学習院のホームページによると 10–13 代の院長は次の通り：10 代、乃木希典、明治 40

年 1 月 31 日から、大正元年 9 月 13 日まで。11 代、大迫尚敏、大正元年 11 月 25 日から、
大正 6 年 8 月 25 日まで。12 代、北条時敬、大正 6 年 8 月 25 日から、大正 9 年 4 月 5 日ま
で。13 代、一戸兵衛、大正 9 年 5 月 29 日から、大正 11 年 11 月 3 日まで
（http://www.gakushuin.ac.jp/ad/kikaku/message/rekidai.html）。この人の中で勤務中に亡くなっ
た人がいなさそうで、大拙の説明との違いが確認出来る。その詳細は現時点では不明であ
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大拙の英文日記によると、学習院を訪ねて正式に辞任の話をしたのは、1920
年（大正 9）7 月 2 日であった（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries I. The 1920s』、
2005：44）。アメリカから帰国してから十余年、50 歳の誕生日が近づいていた。
学習院時代の著述活動
上の回想で大拙は「別に自分で禅のことを書いたことはないやうに思ふ」と
語っていた。確かに単行の書物を見る限り、数点の禅の書物よりも、むしろス
ウェーデンの神秘家・神智学者 Emanuel Swedennborg エマーヌエル・スエデンボ
ルグ（1688–1772）の著作の翻訳や紹介のほうが目だっている。しかし、松ヶ岡
文庫の『鈴木大拙研究基礎資料』を見ると、この約十年の間、大拙が、月一回
程度、雑誌に禅をテーマとしたエッセイを寄稿しつづけていたことがわかる。
寄稿した主な雑誌としては、1909 年～1915 年の間が『新仏教』
（1904–1915）と
『禅道』
（1910–1922）、1916 年～1920 年は『禅道』と『中央仏教』
（1917–1944）
が目立っている。また、学習院大学の学生団体輔仁会雑誌編集委員会編の『輔
仁会雑誌』
（1890–現在）にも多くの文章が寄せられている。
『禅道』への寄稿は、
その後 1943（昭和 18）年まで続いた。
『新仏教』の編者、新仏教同志会（元は仏教清徒同志会）の綱領は次のよう
なものであった。大拙個人の立場を示すものではないが、明治新仏教の精神を
ひきつぐ当時の仏教界の思潮ないし気分をよく示す材料として、興味ぶかい。
大拙もまた、このような思潮のなかで文章を書いていたのである。
1. 我徒は仏教の健全なる信仰を根本義とす。
2. 我徒は健全なる信仰智識及び道義を振作して、社会の根本的な改善を力
む。
3. 我徒は仏教及び其の他宗教の自由討究を主張す。
4. 我徒は迷信の勦絶を期す。
5. 我徒は従来の宗教的制度及び儀式を保持するの必要を認めず。
6. 我徒は宗教に対する政治上の保護干渉を斥く。

る。
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同誌に大拙は「改むべき日本の悪風習」（1910 年 11 巻 10 号：27–31）、「発売
禁止よりも言論の自由へ」
（1913 年 14 巻 11 号：27–31）、
「ある個人主義」
（1915
年 16 巻 1 号：27–31）といった文章を載せている67。いっぽう『禅道』には、
「禅
は哲学にあらざる説」
（1910 年 5 号：12–16）、
「禅門と婦人」
（1916 年 67 号：14–
17）68、「出家と在家」（1919 年 102 号：46–48）といった文章が見える。また禅
をテーマにした数百頁を超える単行本三点、
『禅の第一義』
（丙千出版社）
（1914
年［SDZ18］）、『禅の研究』（丙千出版社）69、『禅の立場から』（光融館）（両書
とも 1916 年［SDZ16］）も、この時期に出版されている（他のテーマの本も幾つ
か英語と日本語で出している『鈴木大拙研究基礎資料』の「著作年表」をみよ
［16–25 頁］）。一般的な基準からみれば決して寡作とは言えまいが、しかし、大
拙自身の後年の驚異的な刊行点数にはむろん遠く及ばないし、随筆が主で学術
論文が少ないこと、また学生向けの『輔仁会雑誌』に載せたものが多かったこ
となどから、自分自身としては「別に自分で禅のことを書いたことはないやう
に思ふ」という印象になったものであろう。

大拙の禅宗史観
しかし、この時期の著作に、すでに大拙の禅思想や禅宗史観の素朴な萌芽が
見られることは逸せられない。大拙の禅宗史に関する記述が非歴史的であると
する後世の批判については、すでにふれた。この時期の著作『禅の研究』の第
一篇「看話論」は、そうした後世の批判の対象となった大拙の思考のある一面
を原初的な形で示しており、またそれに対する後世の批判が批判者自身の傾向
67

鈴木大拙全集第十七巻に入っている『向上の鐵槌』
（1915、1969）には、『新仏教』に出

た文章の多くが再録されている。
68

題名を「禅門の婦人」と改め『禅の立場から』に収録（SDZ16：536–54）。そのなかで大

拙は経典と語録を引きながら女性の修禅への参加を勧めていく。ただ、
「新しき女」は「……
其声のみ大きくて、其実の之に副はぬは、何よりの不幸である」と述べ、他の文章で当時
の日本男性に対しても十分に批判しているにもかかわらず、現代の眼から見れば、女性に
対してかなり見下ろしているような印象は拭いがたい。
69

1955 年の大拙英作論文集『Studies in Zen』が小堀宗柏によって和訳され『禅の研究』と

題して出版されている（
『鈴木大拙選集』追巻第三巻、春秋社、1957［SDZ12］
）
。1916 年の
ものと同じタイトルになるが、内容が異なるので注意が必要である。
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性をもよく示しているので、ここですこし詳しくその問題を看ておきたい。
「看話論」は、臨済禅と曹洞禅を、相い対立する二つの「現代における修禅
の方法」として立て、臨済禅を「慧」
（智慧）にもとづく「看話禅」
（「公案」の
禅）、曹洞を「定」
（坐禅）にもとづく「黙照禅」
（「只管打坐」の禅）、と規定す
る（鈴木、1916、1969：189–92）。そして、このような観点から、種々の語録を
引きつつ、中国と日本の公案禅の歴史と発達を論じていくのである。
その著述の意図について大拙は、
「是迄の禅は実地の修行が専らとなつてをつ
て、これを歴史的に又科学的に説明しようとしたことは殆どなかつたから」、そ
のような立場から禅を研究するのは「新たな試みと云つてよい」という（181）。
大拙は「伝統的」な物語の祖述を目指しているのでもなく、また体験主義の牙
城に立てこもっているのでもなく、当時までなかった観点から禅の歴史を考え
、、 、、、、
直そうとしていたのである（「歴史を考え直す」という矛盾的な措辞に注目して
ほしい）。この点で、大拙の立場は、臨済禅の伝統の代弁者・祖述者ではなく、
むしろ、さきほど見た雑誌『新仏教』の綱領———「我徒は従来の宗教的制度
及び儀式を保持するの必要を認めず」———に近いと言えるだろう。

大拙の著作のあらゆるところに確かに「臨済を曹洞と対立した存在」とする
思考の型が見られる。優劣を直接問わず、
「対立」を事実として巡りながら、両
者を「真実の裏／表」として語った文書が大半であるが、しかし、なかには、
価値判断が含まれていると解される文言もある。例えば『禅の研究』の頁 190
には「今日看話によらざれば、修禅の途に上ることが出来ないやうになつた」
という。
「看話禅」を臨済宗と等置し、曹洞宗を「黙照禅」と定義する文脈にお
いてこのように言えば 70、自ずと曹洞宗への批判が含意されることになろう。
チャン

Bernard Faure『Chan Insights and Oversights』（1993；『 禅 の洞察と過失』71）は、
こうした点をとらえて、大拙の曹洞宗批判について次のように主張している。
Suzuki painstakingly refuted the view of those Sōtō Zen masters who, like
Hongzhi and Dōgen, downplay kōan and satori and advocate instead a quietistic
70

「今日本で黙照禅と云へば曹洞禅を意味し、看話禅を云へば臨済禅の又の名のやう……」

（鈴木、1916、1969：236）
71

「Insights and Oversights」とは、視覚（sight）を転じた言葉遊びである。
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form of meditation (shikan taza, “sitting only”)...（1993：55）（「鈴木は、宏智
と道元のような、「悟り」と公案を軽視し、静寂な瞑想方法（只管打坐“た
だ坐る”）を勧める禅師の意見を、労を厭わず拒絶したのだ」）
大拙の立場をこのように確定する論拠として Faure が直接引くのは、
『Essays in
Zen Buddhism: Second Series』
（1933 年）に収められた「The Koan Exercise」の次
の一段である72。
There are some masters, however, who say that satori is something artificially set
up; Zen has really nothing to do with such an excrescent growth as would injure
its natural wholesomeness; just to sit quietly—that is enough... Such anti-satori
masters would further declare that the ultimate truth of Zen consists in holding on
to the Unconscious... As they oppose satori, they are inevitably also against the
koan exercise. Early in the twelfth century this anti-satori and anti-koan
movement in China grew quite strong among Zen followers of the time...”
（Suzuki、『Essays in Zen Buddhism (Second Series)』、1950、1958：24）「然
し下の如き語をなす禅者もある。即ち悟とは技巧的に設置せられたもので
ある。禅は自然の健全性を破るが如き無用の産物には、実際何等の関わり
をも有しない、只管打坐———之で充分である。……[中略]……彼等更に
云ふ、禅の究極の真理は無心に凝定するに在る。……[中略]……彼等は悟
に反対するが故に、必然的に又看話禅に反対する。第十二世紀の初頭には
シナに於ける此種の反悟・反公案的運動は、当時の禅者たちの間に頗る優
勢であった。」
（鈴木、『禅と念仏の心理学的基礎』、1937、1968：200–01）

72

本書は大拙の弟子で大谷大学教授であった横川顕正によって和訳され、それに大拙が加

筆して、
『禅と念仏の心理学的基礎』の名で 1937 年に大東出版から刊行された（SDZ4：187–
371 に収録）
。なお Faure は引用に当たってページ数しか挙げていないが、指している箇所
はわかりやすい。
ただ注意を要するのは、
Faure が指している『Essays In Zen Buddhism (Second
Series)』の版は、本論考著者の手元にある版と異なって、頁がちょうど 2 頁分、後にずれて
いる。要するに、Faure の指す「頁 22」は、出版社 Rider & Company の 1950 年版の頁 24 に
当たる。
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大拙がこの後に例証として引く大慧宗杲の次の言葉は、上の大拙の語を理解
するのに資するであろう。
Lately there is an evil tendency growing up among certain followers of Zen who
regard disease as cure. As they never had a satori in their lives, they consider it as
a sort of superstructure, a means of enticement, as something secondary in Zen,
which belongs to the periphery and not to its centre. As such teachers have never
experienced a satori, they refuse to believe in those who have actually gone
through the experience. What they aim at is to realize mere emptiness where there
is no life, no noetic quality whatever———that is, a plain nothingness which is
regarded by them as something which is eternally beyond the limitations of time.”
（Suzuki、
『Essays in Zen Buddhism (Second Series)』、1950、1958：24–25）
（「近
世、叢林に一種の邪禅有り、病に執して薬と為し、自ら曾て証悟の処有ら
ず、而して悟を以って建立と為し悟を以って接引の詞となし、悟を以って
第二頭に落つと為し、悟を以って枝葉辺の事と為す。自己既に曾て証悟の
処有らざれば、亦た他人に証悟の処有るをも信ぜず、一味に空寂頑然無知
を以って、喚びて威音那畔・空劫已前の事と作す。」）73
大拙批判の再考
Faure は大拙のこうした所説から、大拙が暗示的に曹洞宗の立場を曲解したと
いい、公案禅や悟りへの反対なるものについて歴史的事実を挙げていないこと
を批判する。たしかに大拙の所説は、
「黙照批判＝看話の主張」という大慧の党
派的主張に一方的に沿ったものであって、宋代の曹洞禅に対する歴史的研究を
ふまえたものではなかった（それがなされるのは 20 世紀後期の柳田聖山や石井
修道らの研究まで待たねばならない）。そして宋代の実情を解明する代わりに大
拙が行ったのは、後の章で唐代の神秀と六祖慧能の偈の競作の物語を引き、神
73

大慧の言葉は、
『大慧普覺禅師法語』巻 21 の「示呂機宜 舜元」
（呂機宜という人に与え

た書面による教説）から引かれている：
「近世叢林有一種邪禅、執病爲藥。自不曾有證悟處、
而以悟爲建立以悟爲接引之詞、以悟爲落第二頭、以悟爲枝葉邊事。自己既不曾有證悟之處、
亦不信他人有證悟者。一味以空寂頑然無画像知、喚作威音那畔空劫已前事。」
（T47, p. 901c,
l. 6–11）
（
『禅と念仏の心理学的基礎』では漢文の原文のみが引かれている［頁 201］。
）
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秀の「漸教」
（静態禅）を「默照禅」と、慧能の「頓悟」
（動態禅）を「看話禅」
と結びつけて、それぞれの由来を説明するという方法だった。Faure はそれを「伝
統的に誤解されてきた北宗禅のいわゆる「漸悟」思想と勘合することによって、
暗示的に曹洞宗の立場を「静寂主義」や「漸進的」として曲解した」74ものだと
非難している。確かにこの有名な「南能北秀」
「南頓北漸」の故事が史実でない
ことは今日では常識であり、宋代の実情をふまえていない点とかかる虚構の物
語を論拠にしている点との二重の意味で、大拙の所論が非歴史的であることは
間違いない。しかし、それは臨済宗に肩入れし曹洞宗を貶めるという偏狭な縄
張り意識の表明なのであろうか。『Chan Insights and Oversights』に対する書評に
おいて Joseph O’Leary は Faure の大拙理解こそが曲解ではないかと評している。
Claiming that Suzuki was blissfully unaware of the limits of his own historical
context, Faure sees his thinking as ‘ideologically flawed, informed as it was by his
culture, his social status, and his sectarian affiliations’ (54). Suzuki’s misconstrual
of Soto Zen as ‘quietistic’ is deplored as a ‘sectarian bias’ (55), but it is not noted
that Suzuki sometimes quotes Dogen as a respected Zen authority... Faure notes
that ‘the appeal to the “pure” tradition, to the “essence” of Zen, is a sectarian
attitude,’ and concludes that ‘the assumption that there is an “essence” of
Buddhism, a kind of perennial Dharma to which only “authentic” masters would
have access, is to be rejected as ideologically suspect’ (57).75（引用内のマル括弧
は、O’Leary による。『Chan Insights and Oversights』のページ番号を指す）
（［自分の思想が］その歴史的背景によって制約されていたことに大拙が気
づいていなかったと76、Faure は主張する。［大拙の］思想が自らの文化、
社会的地位、宗派的所属によって枠づけられたものであったことを、
「欠落」
と看なすのである。大拙が曹洞禅を「静寂主義」と曲解していることが、
「宗派的偏見」と非難されているが、しかし、大拙がしばしば道元を尊敬
74

「[Suzuki] ...implicitly misconstrued the Sōtō position as “quietist” and “gradual” by drawing a

parallel between it and the traditionally misconstrued gradualism of the Northern school.」
（1993：55）
75

http://josephsoleary.typepad.com/my_weblog/2006/12/chan_insights_a.html

76

「Blissfully unaware」は、
「知らぬが仏」のように、仏教の話にひっかけただじゃれとな

っているかもしれないが、訳文にはそれを反映していない。
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さ れ た 権 威 あ る 禅 者 と し て 引 用 し て い る こ と は ［『 Chan Insights and
Oversights』には］記述されていない。……［中略］……「純粋な伝統」
——禅の「本質」——へのアピールは「宗派主義的な姿勢」である、と Faure
は警告し、仏教には「本質」といえるもの——いわゆる「権威ある禅師」
しかアクセスできない、ある種の永続的な仏法——が存在する、という発
想は、思想的に疑わしいものとして拒絶すべきであるという結論に至るの
であった。
Faure のように大拙を反曹洞として描くことには、『禅の研究』に認められる
とおり、それなりの妥当性が無いではない。しかし、最終的に注目しなければ
ならないことは、大拙が黙照禅をいくら否定しても、その批判的発言の直後に
必ず自分でその所論を覆し、中論的な立場に立ち返るということである。
『禅の
研究』の次の一文が、この点を明確にすると思う。決定的に見える批判から、
その反論に続き、そして最後に中論的な結論に至る、その文学的転調に注目さ
れたい。
やや

黙照は定を専門とする看話の動もすると掉挙に陥らんとするを救ふのは定
に限る。定は手段としては大いによろしい。併し禅の端的は定にあるとは
云はれぬ、定は人を悟りに導くことがないのである、定は却て人をして所
謂る黒暗の鬼窟裡に陥る患がある。これが人間の心に附き纏うてをる二つ
の病かもしれぬ。沈まなければ浮き立ち、浮き立たなければ沈む、此二つ
の中間を程よく進み行くには余程の実際の工夫がいることである。其上吾
等は各々何かの性癖を持つてをるもので、いくら中道を行かうと思うても
不知不識の間にどつちらかへ傾く。それで看話でなければ黙照、黙照でな
いづ

ければ看話と云ふことになる。併し禅そのものは何れにもない、或は何れ
にもあると云うてよい。ただ此間に一隻眼を供へなければならぬと予は思
ふ。
（鈴木、『禅の研究』、1916、1969：239–40）
また、次のような言葉も見える。

宏智の黙照の銘などを見れば、決してそんな下らない事を云うて居ない。
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……[中略]……一体黙照と云ふは禅の静的方面で、看話はその動的方面で
ある。力にも静力と動力とある如く、禅にも此両面がある。（244–45）
さきにも論じたように、大拙の所説は、単なる伝統の祖述でないと同時に、
また単なる「客観的」歴史の再構成でもなく、自らの思想を表現する創作的な
素材として歴史を活用しようとするものであった。大拙が禅の歴史をとりあげ
て語ろうとしているものは、実証的な歴史学的知見ではなく、いわば大拙自身
の「教相判釈」なのである。大拙の思考が二つの中心をもつ楕円のような構造
をもっていることは、あらゆる場面に見て取れる。体と用、空と色、肯定（即）
と否定（非）、伝統と近代、東洋（日本）と西洋、愛国と国際化……。いずれの
場合も、二者択一でもなく、優劣高下の判定でもなく、その両極を対等にふま
えつつ両者をともに包摂して円成する楕円、それが大拙の常に目指すところで
あった。
「頓悟」と「漸悟」、「看話」と「默照」———それらもまた、そのような大
拙思想の楕円を構成する両極であった。後に大拙は「看話」と「默照」の両極
を白隠と道元に置き換え、そこにさらに自らが発見した盤珪の禅を楕円の円周
として加えることで、
『禅思想史研究———第一』
（1942；SDZ1：1―344 に収録
されている）という独自の「教相判釈」を完成することになるのであった。
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大谷大学時代～敗戦まで

1921 年・大正 10（51 歳）～1945 年・昭和 20（75 歳）
第 1 節 1920 年代———大谷大学着任
大谷大学に着任
1921 年（大正 10）、51 歳の年、大拙は佐々木月樵や西田幾多郎の世話で京都
の大谷大学教授に転ずる（1960・昭和 35、90 歳の時まで教授として名を列ね、
それ以後は名誉教授となった）。
この時から 1945 年（昭和 20）の敗戦の後まで———自身にとっては 50 代か
ら 70 代半ばまでの間———が、大拙の思想・学術面において最も生産的な時代
であり、しかし、また、押し寄せる戦争の圧力と Beatrice 夫人や親友西田の死去
のために最もふかい悲痛と苦悩を味わった時代でもあった。この時期のことを
小川『語録の思想史』は次のように要約している。

大谷大学は浄土真宗の大学で、当時はなお小規模ながら、仏教学と哲学の
研究が盛んなところであった。ここで大拙は東方仏教徒協会（The Eastern
Buddhist Society）を設立し、夫人とともに英文の仏教雑誌「The Eastern
Buddhist」を創刊した。大拙は、これ以後、英文と日文の双方で、禅に関す
る大量の著作を公刊しつづける。それと同時に『楞伽経』や『華厳経』の研
究をすすめ、1934 年（昭和 9・64 歳）、には『Studies in the Laṅkāvatāra Sūtra』
その他の研究によって大谷大学より博士学位を授与され、さらには浄土信仰
にも関心をふかめて、独自の浄土観を展開していった（『浄土系思想論』1942
年等）。そのなかで日本の江戸時代の禅僧、盤珪（1622–1693）の「不生禅」
や、無学で純朴な民間の浄土信仰者「妙好人」の価値が発見され、有名な「即
非の論理」も完成されていった。また、1936 年（昭和 11・66 歳）には日本
外務省の要請によって、イギリスのいくつかの大学で禅と日本文化に関する
講議を行い、そのあとアメリカにまわって、やはり多くの大学で講演をおこ
なった。のちにその内容を補充して完成されたのが『Zen Buddhism and Its
Influence on Japanese Culture』
（1938 年）であり（北川桃雄訳『禅と日本文化』
1940 年、
『続禅と日本文化』1942 年）、現在もひろく読まれている『Zen and
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Japanese Culture』（1959 年）は、その増補改訂版である。大拙の主著の大部
分は、大谷大学赴任から、戦後の再度の渡米までの約 30 年間———51 歳か
ら 80 歳頃まで———に書かれたものであった。この間、1939 年（昭和 14）
にはビアトリス夫人、1945 年（昭和 20）には親友・西田幾多郎が死去し、
深い悲痛と孤独も味わった。（小川、2011：403）
ここでは、この時期を 1920 年代、1930 年代、1940 年代前半の 3 期におおま
かに分けて、大拙の生活と活動、およびその時代背景を、より細かく見てみた
い。
1920 年代は、大拙と関わっていた政治家・外交官———のちに見る Charles R.
Crane や牧野伸顕、吉田茂など———にとっては、極めて多忙で、かつ数多くの
苦難に満ちた時代であった。だが、大拙にとっては、比較的平穏な時代であっ
た。大拙は 1921 年（大正 10）9 月に家族を京都に呼びよせ、一緒に住むように
なる。またこの時期に大拙は Beatrice とともに Theosophical Society（「神智学協
会」）のイベントに参加したり、英雑誌『Eastern Buddhist』を創刊してその編集・
執筆に携わっている。1923 年（大正 12）9 月 1 日土曜日に関東大震災が起こっ
た際には、大拙が定期的に宿泊していた鎌倉円覚寺境内の正伝庵が倒壊したも
のの、大拙は既に京都に転居していたため、特に大きな被害を受けることはな
かった。（震災発生時、大拙自身は軽井沢にいた）。
1926 年（昭和元）3 月 15 日に Beatrice の母親 Emma Erskine Hahn（1846–1927）
が同居することになった。Emma は合衆国東海岸の出身で、初期バハーイ教徒の
一人であった。この同居は長く続かず、翌年の 8 月 22 日に Emma が他界したこ
とで終わりを告げた。亡母に対する追悼として Beatrice は、
『In Memoriam Emma
Erskine Lane Hahn 1846–1927』（1929）を著わしている。
家庭内の異文化摩擦
地位は安定したが、この時期、大拙の家庭生活には、いろいろな問題があっ
た。たとえば養子のアランが差別を受けたほか77、アメリカの生活に慣れた大拙

77

SDZ（新版『鈴木大拙全集』
）所収のアラン宛ての手紙から分かるのは、アランが、現存
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夫婦も日本社会においてしばしば不自由を感じていた。大拙は Beatrice に宛てた
手紙のなかで、以下のように記している。
The servants may be forgetful and stupid, but we better protect their sensibilities
from being ridiculed by outsiders. Even when they are stupid—and I have no
doubt they are quite so, we better refrain from calling them so. I myself have been
somewhat thoughtless about such matters. But lately I find Japanese are very
sensitive about being called out stupid or suchlike. Servants are growing scarce,
and then it is polite any way to pay some respect to prejudices others may have.
（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：408）
（「［うちの］使用
人は、忘れっぽくて頭も悪いが、外の人［家に来る修行者など］の前では
それを批判することは控え、逆に彼らの顔を立ててやった方が良かろう。
馬鹿げたことをしでかしても———実際、彼らは馬鹿なのだが———それ
でも直接罵るのは避けた方が良い。私もこの点について、いささか不注意
だった。しかし、最近の日本人は、
「馬鹿」などと罵られることにとても敏
感になっているようだ。最近では使用人を見つけるのは難しくなっている
し、とにもかくにも、他人の偏見に多少の敬意を表すのは礼儀である。」）78
Beatrice が使用人を罵っていたことは、岩倉政治が記した大拙の伝記において
も確認できる。岩倉は Beatrice の性格について、以下のように述べている。
婦人は、実にやさしい心をもつ人であった反面なかなかわがままな駄々っ
子でもあったようである。情感がゆたかで、宗教人であるよりもむしろ詩
人であった。……［中略］……夫人は、先生にたいして、妻というよりは
娘のように無邪気に甘え、そして頼り切っているようにみえた。そして時々、

しない（または発表されていない）手紙で、自分の子供のころに日本人から受けた酷い人
種差別を激しく訴えたということである。それに対し大拙は、その責任は自分にはなく、
差別を受けたことも知らなかったと答えている（鈴木、
『書簡四———一九五八–一九六六』
、
2003：224）
。
78

「Stupid」という語に託された各種の意味・程度を訳し分けるため、拙論では複数の訳語

を当てている。
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ききわけのない愚痴や駄々をこねるような場面に、私は何度かぶつかった。
（岩倉、『真人———鈴木大拙』、1986：58–59）
これはもとより岩倉の個人意見に過ぎないが、Beatrice と周囲の日本人との間
に一定の摩擦があったことは想像に難くない。鈴木家と親交のあった岩倉は大
拙の伝記のなかで Beatrice の美点も挙げているが、それは概して皮相的なものに
止まり、神智学や現代仏教への貢献という歴史上特筆すべき事柄については理
解していなかったようである（1986：3）。Beatrice は古代の仏教における女性の
役割について語り、現代の女性の間に居士禅を広めようとしたなど、女性の居
士禅の発展に多大な貢献を果たした人物であった。
「Buddhism and Women」
（1936）
には以下のように述べられている：
I urge women who are Buddhists to learn more of their own religion that they may
take an intelligent interest in it, to be able to talk about it to others and to apply its
principles to every incident of their lives. Girls who are to be the mothers of
children should devote time to learning Buddhism just as they now give time to
the accomplishments of playing the koto or piano, making flower arrangements or
performing the tea ceremony. Children should not be left to learn religion from
priests and teachers, but should learn it in their earliest days from their mothers. It
is not enough to offer respect to dead ancestors, but the offering of the knowledge
of Buddhism itself should be made to all, even to children: and who can do this
better than women, especially mothers? (Suzuki, B. L.、
『Buddhism and Women: A
Radio Talk Broadcast from Tokyo』、1936：180)（「知性的な興味を持てるよう
になるために、女性の仏教徒は自身の宗教についてもっと学ぶべきである。
そうすることで、仏教について人と意見を交わし、自分の生活のあらゆる
面に仏の教えを適用することが出来るだろう。母親になろうと思うなら、
琴やピアノ・花道などを学ぶように、仏教の勉強にも時間をかけるといい。
また子供が宗教を学ぶ際には、最初から神父［・僧侶］や教師につくので
はなく、まずは母親のもとで学ぶべきである。
［仏教の実践について言えば］
先祖供養だけでは不十分で、あらゆる———子供をも含む———人々に「仏
教の智慧」を「供養」すべきである。それを行う上で、女性———特に母
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親———が最も適任である。」）
しかし、SDZ に蒐集されている大拙の書簡を見ると、大拙が Beatrice に対し
て不満を抱いていた一面も窺われる。たとえば 1926 年（昭和元）8 月 1 日の手
紙において大拙は、
「女性」のことを「interfering and meddlesome」
（「干渉的でお
せっかい」）（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：456）といい、
1927 年（昭和２）4 月 14 日の手紙では Beatrice に対して、野良犬と野良猫の救
済事業を辞めるよう、またせめて犬や猫を世話する使用人を罵らないよう頼ん
でいる（2003：464–65）。大拙によれば、女性は「have no executive faculty」
（「自
己管理の機能を備えていない」）
（478）、
「given away to temporary feelings」
（「瞬間
的な感情に身をまかしている」）
（488）、そのため、
「enterprise rarely succeeds」
（「計
画が滅多に成功しない」）（485）のだという。また大拙は Beatrice に対してより
「scientifically」
（「科学的に」
・
「合理的に」）
（476）自分の感情を管理するように
求め、
...apply yourself to the study of Shingon and to the pacification of your soul.
（470）
（「真言の勉強に———または魂を安んじるために———身を献げな
さい。」）79

と記し、そうすれば、
...the understanding will come better and clearer to one when it is accompanied
with practical discipline.（475）（「［真言仏教に対する］理解は、実用的な規
律を伴うにつれて、より深く明瞭になる。」）
と説いている。大拙がいかに妻を大切に思っていたかは数々の手紙から痛いほ
ど読み取ることができるが、その一方で大拙は仕事に集中するためしばしば正
伝庵や軽井沢に身を寄せており、家庭の喧騒を厭う一面もあったことが分かる。

79

真言を勉強するのは、Beatrice 本人の趣味であったらしい。大拙が特に真言の勉強を勧め

たという事実は目下確認できない。
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大拙は Beatrice に対して、以下のように述べている。
...if one wants to accomplish something, the only way is to retire altogether from
the world...（493）（「なにかを成し遂げるための唯一の方法は、世界から完
全に離れることである」
東西文化の対立と摩擦は、大拙にとって、世界史上の問題であると同時に、
最も身近な家庭内の問題でもあったのだった。
『Essays in Zen Buddhism (First Series)』
むろん、大拙は家庭内のことにばかり頭を悩ませていたわけではない。1927
年（昭和 2）には海外における大拙の声望を一躍高からしめた『Essays in Zen
Buddhism (First Series)』がロンドンで出版されている（7 月 13 日に受け取ったこ
とが英文日記に見える：鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries I. The 1920s』、2005：
114)。その序文には次のように見える。
The body of ours is something like an electric battery in which a mysterious
power latently lies. When this power is not properly brought into operation, it
either grows mouldy and withers away or is warped and expresses itself
abnormally. It is the object of Zen, therefore, to save us from going crazy or being
crippled. This is what I mean by freedom, giving free play to all the creative and
benevolent impulses inherently lying in our hearts.（D. T. Suzuki、
『Essays in Zen
Buddhism (First Series)』、1927、1958：13）（「我々の身体は、神秘的な力を
有する電池のようなものだ。この力を正しく用いなければ、かびによって
蝕まれてしまうか、或いはその本来の形が歪められてしまう。ZEN の目標
は、発狂や障害から我々を救済することにある。これが私のいう「自由」
である。即ち、我々の心に本来的に具わる創造・慈悲の力を解き放つので
ある。」）
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このように大拙は ZEN を理想的なものとして描写しているが80、それが青年
期以来追究の主題であった「自由」と結び付けられていることは、興味深い。
なお同書は、『New East』と『Eastern Buddhist』に掲載された数多くの論文を
再録しているが、このうち『New East』所掲の論文は、その後 1934 年（昭和 9）
に出版された『Introduction to Zen Buddhism』にも再録されたため、
『Introduction
to Zen Buddhism』と『Essays in Zen Buddhism (First Series)』の両書には重複する
所が少なくない。
かくして海外への禅の発信に大きな一歩を踏み出した大拙であったが、時代
は決して明るくなかった。これと同じ年、すなわち 1927 年（昭和 2）、大拙は国
内で『随筆———禅』を刊行しているが、そこには次のような一段が見える。

仏教者で基教攻撃に憂身をやつすなど以ての外だ。仏教者で西比利亜出兵
論を主唱して得意がるのは不合理である。仏教徒の守刀は無我である、慈
悲である、
「衆生無辺誓願度」である。各自をして其個性の発達を完うせし
むる処に慈悲がある、平等即差別の妙がある。軍人も結構であるが、軍国
主義は仏教でない。封建時代に仏教者は戦争を謳歌し、人殺しを勧めたや
うであるが、それは仏教者に真の具眼者がなかつたからである。或は彼等
と雖、時代の思潮以上に出られなかつたと云ふことになる。今日はそんな
ことでは行けぬ。日本が四面楚歌の声で何処に同情を求めてよいかと思ふ
やうになつて居るのは、矢張り普魯西主義の自然の結果ではあるまいか。
（鈴木、1927、1969：424）
80

禅を理想的に描写したのは大拙だけではなかった。たとえば英語圏でよく読まれている

日本仏教の入門書 Heinrich Dumoulin ハインリヒ・ドゥモリン『Zen Buddhism: A History
(Volume 2: Japan)』にも同様の描写が見える。この本に序文を寄せた Victor Sōgen Hori ヴィ
クター・ソウゲン・ホリは、2005 年の再版に際し、以下のように述べている「...what Ch’an/Zen
preached in rhetoric, it failed to practice in fact. In rhetoric, Zen espoused nonduality and the
identification of opposites, resistance to hierarchy and established authority, rejection of magic, etc.
In historical and institutional fact it practiced differentiation and distinction, supported social
hierarchy, employed magic, etc.（Dumoulin、2005：xvi）
（
「……禅で言われるような主張は、
実践の次元では実現できなかった。禅において主張されるものに、無二、二辺の統合、社
会階層や権威への抵抗、呪術の否定などがある。
［しかしながら］実際の歴史や組織などを
見れば、区別や差別を行い、社会階層を擁護し、呪術を使用している。」
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このように大拙は、当時のシベリア出兵論に対して反対の立場にあり、それ
を主張する当時の仏教者、ならびに戦争や殺人を肯定した過去の仏教者を批判
している。
「ZEN の目標は、発狂や障害から我々を救済することにあ」り、
「我々
の心に本来的に具わる創造・慈悲の力を解き放つ」こと。それこそが真の「自
由」であると見る大拙にとって、戦争や殺人を肯定する仏教徒は「真の仏教者」
ではないのである。この数年後、1933 年（昭和 8）6 月 6 日のウィリアム大学（合
衆国）哲学教授博士 James Pratt ジェイムズ・プラット宛ての手紙に見える次の
一文は、上の一段に対する格好の脚注となっているようである。
Buddhists do not seem to aspire for the abolishment of war. They teach loving
kindness to all creatures. They even promise the attainment by inanimate objects
of final Buddhahood. But this does not seem to prevent their taking part in the
work of mutual destruction. Does this come from their teaching of rebirth, I
wonder? At any rate, Buddhism has grown up during the feudal period so closely
connected with Imperialism, nationalism, capitalism, etc., and its followers are
still dreaming of old days probably.（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、
2003：602）（「仏教徒は、戦争の廃絶を目指していないようだ。かれらは、
命あるものの全てへ慈悲を唱える。無生物でさえ決定的な成仏ができると
いう約束までしている 81。しかし、この［約束］は、かれらの相互絶滅へ
の参加を妨げないみたいだ。これは、かれらの転生［輪廻］についての教
説から生ずる［問題な］のだろうか？

どうせ、仏教は、封建時代を経て

帝国主義、国家主義、や資本主義などとあまりにも親密な関係をもちなが
ら成長してきたので、その信奉者たちはおそらく昔のことをまだ夢見てい
るのだ。」）
また、『Essays in Zen Buddhism (First Series)』と『随筆———禅』が出た翌年、
1928 年（昭和 3）の 4 月 19 日に Beatrice に宛てた手紙には、以下のように述べ

81

「草木国土悉皆成仏」という、日本仏教独特の教えについては、末木文美士『日本仏教

史』
（1992）
「Feature 2：本覚思想」
（164–90）参照。
102

第 4 章———大谷大学時代～敗戦まで

られている：
What do you think of these University professors being made to resign on account
of their communistic bent of study? Before long Japan may experience something
of Russia or Italy. The time is fast approaching. The present cabinet ought to be
put down and replaced by another. Their appeal to physical force is altogether too
reactionary.（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：488–89）
（「そ
の研究に共産主義的な傾向があるという理由で引退させられた大学教授に
ついてどう思うか。恐らく日本は、近いうちにロシアやイタリアと同じ道
を歩むことになるだろう。その日は刻々と近づいている。現在の閣僚を辞
めさせて、別の者に代えるべきだ。彼らの暴力的なやり口は、極めて反動
主義的である。」）
国内の全体主義的傾向の進行に息苦しさと危機感を感じていたことが窺われる。
そのいっぽう、学習院時代にはじまった貴顕層との交流は、この頃、広さと
深さを増していたようである。例えば、まだ学習院にいた 1920 年（大正９）の
5 月 25 日には近衛秀麿（1937–39 年、1940–41 年に首相となる近衞文麿の異母兄
弟）の結婚式に出席し（鈴木『D.T. Suzuki's English Diaries I. The 1920s』、2005：
42）、同 7 月 15 日には秀麿の母、近衛貞子公爵夫人（前田利嗣の妹、慶寧の六
女、元学習院院長近衛篤麿［1863–1904］の未亡人）を訪問している（鈴木、2005：
44）。近衛公爵夫人と大拙夫妻との交流は、その後も長く続いた82。また 1927 年
（昭和 2）に二条厚基公爵（1883–1927）が亡くなった際には、大拙はその葬儀
に参列している。大拙は彼の死を以下のように悼んでいる：
We all die, don’t we? However, there is something quite pathetic about the death
of Prince Nijo. I feel so sorry for him.（2003：473）（「人は誰でも死ぬ。だが
二条厚基公爵の死は、非常に悲惨である。彼は本当に可愛そうだ。」）

82

例えば、1930 年 6 月 7 日土曜日、大拙と Beatrice は「一休庵」で近衛公爵夫人と夕食を

とっている（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries II. The Early 1930s』
、2006：13）
。
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この時期、大拙が頻繁に連絡をとるようになったのが、1921 年（大正 10）5
月 25 日に宮内大臣となっていた牧野伸顕（1861–1949）である。たとえば 1927
年（昭和 2）4 月 21 日の大拙の日記には、牧野が大拙のもとを訪れたことが記
されている（牧野のほうの日記には書かれていないが［牧野、1990：267］）。
けいめいかい

牧野は政治面のほか、学問研究の支援機関「啓明会」を設立したことでも知
られる。啓明会は大拙にとって非常に重要な存在であったため、以下それにつ
いて些か詳しく述べよう。まずその設立の総則には、以下のように記されてい
る。
「財団法人啓明会案内（大正十年七月末日現在）
創立

大正七年八月八日

寄附行為

第一章

総則

第一条

男爵牧野伸顕平山成信ハ赤星鐵馬 83ノ寄附ニ係ル金貨百万円ヲ

以テ財団法人ヲ設立ス
第二条

本財団法人ハ啓発明会ト称ス

第三条

本会ハ公表ニ資スル為メ左ノ事業ヲ行フヲ以テ目的トス

一

特殊ノ研究、調査、著作ヲ助成シ及発明発見ヲ奨励スルコト

一

必要ニ依リ本会自カラ専門家ニ依嘱シテ前項ノ事業ヲ為スコト

一

外国ニ於ケル同種ノ事業ヲ紹介シ又ハ著作ヲ反訳スルコト

一

本会ノ目的遂行ノ為メ必要ナル講演ヲ聞キ又ハ出版ヲ為スコト （外

務省、1918）
このように啓明会は、外国との知識交流を重視していた。大拙が啓明会と関
わりを持ったのは、自著『Studies in the Laṅkāvatāra Sūtra』84を出版するための助
成金を得ようと奔走していた時のことである。1929年（昭和4）9月5日に記され
たBeatrice宛の手紙には、以下の経緯が記されている。すなわち、大拙は当初英
83

赤星鐡馬（1883–1951）は大正銀行の頭取を務めた人物で、数多くの分野で日本の発展に

貢献したと言われる。その父、赤星彌之助は、海軍への物資調達によって財産を築いた。
鐡馬は、文部省管轄として啓明会の設立に参与し、100 万円（当時の金額）を奨学資金のた
めに投資した。
84

SDZ5：509–58 には、大拙本人による英文序文の和訳が収録されている。
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国の出版社Luzac and Companyと交渉していたが、最終的には啓明会、および安
宅弥吉の経済的支援を得て、英国の別の出版社George Routledge & Sonsからの出
版が決定した（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：530）。大拙が
英国で出版したのは、その内容がアメリカでは評価されないと考えたからだろ
う。なおLuzac and Companyからは、さきほどふれた『Essays in Zen Buddhism』
（三巻、1927–1934年）や『Outlines of Mahāyāna』が出版されている。
大拙が啓明会に上記の申請を提出したのは、その年、つまり 1929 年（昭和 4）
の 1 月 25 日のことであり、その際に牧野が仲介役を果たした。また、その採用
の知らせは、「牧野と清水」から西田幾多郎を介して大拙に届き、11 月 28 日に
大拙は最初の小切手を受け取っている（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries I. The
1920s』、2005：137、140、154)。以後、大拙と牧野の親交は深まり、啓明会との
連絡も頻繁に行われるようになった。たとえば 1931 年（昭和 6）8 月 11 日、大
拙は、牧野と徳富蘇峰と食事をともにしている。大拙の青年時代に関する記述
のなかでふれた、この徳富という人は、若き時代には全面西洋化論者であった
が、満州事変以降、
「白閥打破」や「興亜の大義」という帝国主義を唱えるよう
になっていた。大拙はこの時の会談について、Beatrice に次のように語っている
（1931 年、8 月、12 日の手紙）。
Yesterday evening Mr. Nishida and I went down to Mr. Saito’s tea-room to have a
vegetable dinner with Count Makino and Mr. Tokutomi, the latter being a
well-known newspaperman noted for his literary style and Japanese history of the
recent periods. He used to come with his family to see Shaku Soyen when he was
still alive, on New Year’s Day. I met him there several times. Count Makino had
some fine tales to tell about some of the great figures of the Restoration periods.
His own father was one of the principle actors of those days.（鈴木、『書簡一
———一八八八–一九三九』、2003：569）
（「昨日の夜、私と西田さんは、斎
藤さんの茶屋に寄って、牧野伯爵と徳富さんと精進料理の夕食を食べた。
後者［徳富］は、その文書スタイルと現代日本史に関する［文書］のため
によく知られている新聞社さんだ。釈宗演が未だ生きていたころ、元旦に
なったら徳富は家族を連れて［宗演に］会いに行っていた。私が何回もあ
そこでかれに会った。牧野伯爵は、維新時代の偉大なる人物について見事
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な物語をしてくれた。彼のお父さんもその当時の大主人公の一人だったの
だ。」）
かくして1932年（昭和7）にようやく出版された『The Laṅkāvatāra Sūtra』の前
書きには、以下のように記されている85。大拙はのちにこの研究によって大谷大
学から博士の学位を授与されている。
It was fortunate for the writer that he could secure the support and help of the
Keimeikwai, a corporation organised to help research work of scholars in various
fields of culture; for without it his work might have dragged on yet for some time
to come... The writer renders his grateful acknowledgment here to all the advisers
of the Society who kindly voted for the speedy culmination of this literary task—a
task which he tenderly wishes would do something towards a better appreciation
by the West of the sources of Eastern life and culture.（1929、1999：vii–viii)（「幸
運にも、啓明会から支援を受けることができた。
［啓明会は］各領域で活躍
する学者を支援するために設立された団体である。
［その支援が］無ければ、
私のこの仕事はひどく長引いてしまったことだろう。……［中略］……［私
のこの］文学における仕事が早々に完成したのは、その意義を認めてくだ
さった啓明会のアドバイザー各位のおかげである。西洋の人々がこの研究
を通じて、東洋の生活・文化の原泉をよりよく理解してくれることを願う。」）

第 2 節 1930 年代———迫り来る軍国主義
中国訪問
1931 年（昭和 6）、満州事変が勃発する。いわゆる「十五年戦争」の始まりで
ある。翌 1932 年（昭和 7）7 月 24 日、大拙は Beatrice に次のように書いている。

85

『The Laṅkāvatāra Sūtra』が出版されたのは、大拙が『楞伽経』の研究に着手してから、7

年が経た後のことであった（1929, 1999：vii）
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A journey to Peking this summer might not be advisable. Trouble is brewing in
that part of China, and before long war aeroplanes may be hovering around
Peking. Japan seems determined to go on her own way in this matter of
Manchuria. I wonder how things will end, and when.（鈴木、『書簡一———一
八八八–一九三九』、2003：583）
（「この夏の北京への旅は、賢明ではないか
も知れない。中国のあの辺では、トラブルが湧きあがろうとしていて、近
いうちに戦闘機が北京の空を飛びまわっているかも知れない。日本は、満
州の件に関しては断固、我が道を行こうとしているようだ。これはどのよ
うに終わるのか？ それと、いつ？」）
ここで「Japan」に対して「her」という第三人称を用いているのは、そこから
距離を取ろうとしたものであろうか。こうした状況のなか、1934 年（昭和 9）
の 5 月 6 月の 2 か月をかけて、大拙は中国・朝鮮の各地を歴訪する。この時の
ことを大拙は晩年『也風流庵自伝』のなかで、次のように語っている。

それからシナへ行ったのか、そうだ。そういやァ大谷大学におったころ、
この、仏教者の人といっしょに行ったが、そういつはその、武藤三次［正
しくは武藤山治］かいな、あれァ。武藤三次［山治］さんの世話でまあシ
ナへ旅行した……」（鈴木、『鈴木大拙の人と学問』、1961：176–77）

大拙は他の回想でも、この中国行にふれるさいには、必ず武藤山治（1867–1934）
の助力によるものであったことを語っている。この 2 年前、1932 年（昭和 7）8
月 28 日、武藤は大拙を自宅に招き、夕食をともにしている（鈴木、
『D.T. Suzuki's
English Diaries II. The Early 1930s』、2006：87]。また、1933 年（昭和 8）10 月 24
おうせいえい

ちょうめい

日、大拙は武藤とともに当時の中国首相であった汪精衛（汪 兆 銘；1883–1944）
と昼食をともにしている（2006：139）。
しかし、このような両者の交流は、大拙訪中の 2 か月前、1934 年（昭和 9）3
月 9 日に武藤が銃撃され、その翌日に死去したことで終わりを告げた。武藤が
銃撃されたとの知らせを聞いた大拙は、山本という人物に当てた手紙のなかで、
以下のように記している：
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……今これを認め居る際に号外到来、武藤山治氏襲撃せられ、危篤との報
あり、一寸した関係で知り合である、よく物のわかった人、死ななければ
よいと思ふ、執事の一人と云ふも或は知人でないかと危惧の最中、／と角、
物騒な世相、世界を挙げての大革命期に入つたかも知れぬ……（鈴木、
『書
簡一———一八八八–一九三九』、2003：609）
このように大拙は、武藤の銃撃に「世界を挙げての大革命期」の訪れを感じ
取っている。
武藤山治は、日本屈指の実業家であり、その晩年には政界の腐敗を糾弾し、
その浄化を主張した人物である。彼が 1934 年（昭和 9）1 月に監修した『時事
新報』の連載記事は、
「帝人事件」と称される一大スキャンダルの火付け役とな
った。
「帝人事件」は、帝国人造絹絲株式会社（帝人）の株をめぐる贈収賄疑惑で、
その社長をはじめとする関係者全 16 人が起訴された。後に起訴された全員が無
罪となり、強引な取調べと起訴を行った検察に批判が集中し、さらには時の斎
藤内閣の総辞職にまで繋がった。
武藤はその記事を監修してからわずか一ヶ月も経たないうちに、鎌倉の自宅
近くで射殺されたわけである86。

86

武藤山治については、2002 年に刊行された Richard Mitchell リチャード・ミッチェル『Justice

in Japan: The Notorious Teijin Scandal』
（
「日本における正義———その悪名高い帝人スキャン
ダル［＝帝人事件］」）に詳しい。なおのちにアメリカ海軍は、この「帝人事件」や武藤の
死を、反日本政府プロパガンダとして利用した。そのなかに、次のような文書が見られる：
キョウカン

タオ

コ ムトウサンジ

ジショ

ジツケイザイ

ハナシ

昭和九年二月九日、 兇 漢 の手に斃 れた、故武藤山治先生は自書「実 経 済 の 話 」の
カヽ

百四十頁に次の様に掲 げて居る。
オドロ

カ

ゲンロン

ジユウ

エ

「私は時事新報社へ来て 驚 いたことは我国の新聞紙は可なり言 論 の自由を得てゐ
ジジツ

マツタヨソウ

ハンタイ

ソノスジ

ジケン

カ

ると思つてゐたところ、事実は全く予想と反 対 で毎月新聞社へ其 筋 よりの事件は書
メイレイ

いてはならぬ。あの事件に触れてはならないといふ命 令 が必らず七、八件位は来る。
ゲンロン

ソクバク

……新聞紙の言 論 の自由は束 縛 されて居る。
ナオサラ

アタ

昭和九年に斯様であつたなら今日では尚 更 であらう。何故、諸君は言論の自由を与 へ
シンジツ

られて居ないのだらうか。それは軍閥が諸君に真 実 を知らせたくないからである。
ホントウ

ゼンセンセン

ワタ

ハイボク

本 当 の事を聞いて居たならば国民は日本が全 戦 線 に亘 つて敗 北 して居ると云ふ事
ハズ

ヨウキュウ

を知つて居る筈 である。真実を 要 求 せよ！
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当然、当時、武藤の死と「帝人事件」との関連が疑われたが、
『The Straits Times』
などの新聞は、早くから、その死が政治とは無関係であると書いていた87。武藤
の死の 2 日後、1934 年（昭和 9）3 月 12 日に記載された「Sanji Muto Dead: Succumbs
to Bullets of Assassin」（「武藤山治死亡———暗殺者の銃弾にたおる」）という記
事には、以下のように記されている88：
As a result of blood transfusion in hospital, Mr. Muto improved sufficiently to
murmur to the police “The motive was the crematorium issue.” （1934：11）
（「病
院で輸血が行われた結果、［亡くなる前］武藤氏の具合は十分に良くなり、
『［殺人の］動機は、火葬場の件だった』と警察に呟くことが出来た。」）

武藤が呟いたという「火葬場の件」は、近年の研究によれば、東京の火葬場の
市営化の件を指しているという（Mitchell、2002：41）。武藤を射殺したのは福島
新吉という名の失業者で（当時 41 歳）、福島と武藤は「火葬場の件」ではほぼ
意見が一致していたが、個人的な口喧嘩が原因で福島は武藤に殺意を覚えたの
だという。警察当局の公式発表によれば、福島は現場で自殺したが、火葬場に
関する書類を持参していたため、それが確認できたのだという。
この警察の発表に対して、武藤が監修を務めていた新聞『時事新報』は、強
い疑義を呈し、福島が「帝人事件」に関わった実業者と親密な関係にあったこ
とを示そうとした。
福島がその場で自殺したため、事の真相は不明であるが、のちにアメリカ海
ナ ゼ

ヒ

モト

コクミン

ム リ

アンコクリ

何故に日ノ 本 の国 民 が無理に暗黒裡に暮さねばならぬか。
このプロパガンダに用いられた写真は、米国海軍のウェブページ「USNA Digital Collections」
に掲載されている。
（http://cdm16099.contentdm.oclc.org/cdm/compoundobject/collection/p16099coll2/id/307/rec/8）
本資料は、
「William J. Sebald Papers, MS 207, Box 35, Folder 21」のもので、
「Special Collections
& Archives Department, Nimitz Library, U.S. Naval Academy」を通して引用許可を得た。親切な
配慮をたまわった米国海軍図書館の代表 Jennifer Bryan 博士に謝意を表する。
87

“[H]ad no political significance...”（1934：11）
。

88

ウェブサイト「The National Library of Singapore」
、

http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19340312-1.1.11.aspx（2013 年 12 月 27 日）。
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軍も着目するほどの大きな騒ぎとなった武藤の死は、彼と交流のあった大拙に
も強い衝撃を与えたことだろう。事件の真相はともかく、それが先に見た大拙
の危惧———「世界を挙げての大革命期に入つたかも知れぬ」という不安———
に繋がったことは想像に難くない。
この事件の 2 か月後、1934 年（昭和 9）5 月 4 日、大拙は中国に向かって旅立
つことになる。この訪中には、牧野の後押しもあったらしい。前年の 1933 年（昭
和 8）4 月 10 日、大拙は Beatrice 宛ての手紙に次のように書いている。
As to my gong to China they seem to be quite enthusiastic. Count Makino too
supports the idea. I don’t know, though, if anything comes out of this, I just left
them to do whatever they liked. When talking with Takakusa, I proposed you to
do editing &c. here in Kyoto. Something may come out of his plans. The Foreign
Office may help to a certain extent—I mean financially. Further development
remains to be seen.（鈴木、
『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：597）
（「我の中国訪問に対しては彼らが結構熱心に思っているようだ。牧野伯爵
もその予定を応援している。しかし、そこからは何も得られないかもしれ
ない。彼らにただ好きにするように任せた。高楠と話した時、君が京都で
編集などすればどうだと提案した。彼の企画からは、なにかが出るかも知
れない。外務省もある程度手伝ってくれるかもしれない———資産的にっ
てことだな。さらなる展開は、まだ予想できない。」）
大拙は一度出発を延長したのち（鈴木、2003：610）、5 月 4 日、神戸から「長
崎丸」に乗船し、高畠眉山（円覚寺仏日庵住職）、中村戒仙（京都大德寺聚光院
住職）、藤井静宣（東本願寺派所属）、および斎藤貞一（東京の古美術商「平山
堂」主人、斉藤利助の息子）という知識人の 4 人と一緒に上海に向かった。こ
の旅では、上海、杭州、寧波、奉化、普陀山、蘇州、南京、鎮江、北京で、主
に仏寺を訪問しているが、6 月 2 日、南京では、のちに「南京総領事館毒酒事件」
（1939 年・昭和 14）という殺人事件で有名となる南京総領事館も訪問している。
そのほか、上海では魯迅に会い、北京では北京大学教授の胡適と湯用彤、清華
大学教授の錢稻孫らとも面談している。また、のち 1940 年（昭和 15）に汪兆銘
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ちょ み ん ぎ

政府の外務大臣となる、汪首相の義理の弟、当時行政院官員であった褚 民誼
（1884–1946）にも会っている（5 月 12 日の写真に一緒に写っている［鈴木、
『支
那仏教印象記』、1934、2001：83］
）
SDZ36 の書簡のなかには中国旅行の途中から Beatrice や徳富蘇峰に書き送っ
た手紙がのこっているが、旅の詳細についての説明はない。徳富には「……少
なからぬ経験を獲、併せて又多少の意見を立ち申候、尚此から南京に赴き二三
の人を訪問致し、それから北上の心算に有之候」（鈴木、『書簡一———一八八
八–一九三九』、2003：611）、Beatrice には「We have somewhat strenuous days, but
enjoying ourselves very much and all are in good health. Temples are visited, people
interviewed, and lectures delivered.」（2003：610）（「我らは、いささか疲れる日々
を送っているが、とても楽しんでいて、皆は健康の問題がない。お寺を訪問し
たり、人と面談したり、講演をしたりしている。」）などと告げているだけであ
る。
大拙は 6 月 25 日の夜、京都に帰りつく。この時の記録と所感は、この年の内
に『支那仏教印象記』
（1934、2001）にまとめられている（SDZ26：79–161 に収
録されている）89。その「後期」に大拙は次のように書いている。
繰返すが、何と云つても、中華民国と日本とは離れることの出来ぬ関係
に出来て居るのである。わしらは文化的に日本と民国との固き結盟をやら
なくてはいけないと信ずるものである。いつも云ふことだが、東洋文化の
意味を世界に対して十分に力あるものとするには、この結盟が是非出来上
がらなくてはならぬ。……
今回の旅行は、政治的に何だか八釜敷くなつて居る民国への突入で、何
か心配なことがあるかも知れぬと思はぬでもなかつたが、それは何れも杞
憂であつた。快く会つて下さつた何れもの諸法師及び諸君子に対しては、
深く感謝の意を表する次第である。（1934、2001：154–55）
『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』
1936 年（昭和 11）、二二六事件が起こる。大拙は、日記にこう記している。

89

『松ヶ岡文庫研究年報』
「特集———鈴木大拙と中国」
（2008、第 22 号）参照。
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Some terrible political coup d'etat (?) reported to have taken place in Tokyo. No
radio reports. No news extra.（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries VII. 1936 to
1938』、2011：6）（「何かの酷い政治的なクーデター（？）が東京で起こっ
たということが報告された。ラジオの報道も号外もない。」）
（文中の疑問符
は原文のもの）

この報告がどのように大拙に耳に入ったかが不明であるが、陸軍皇道派青年
将校が元老重臣を暗殺することによって起こそうとしたクーデターであった。
天皇に影響のあった人物———特に外国との平和的な外交政策を好んだ人々
———が暗殺の対象となり、牧野もそのなかに含まれていた。牧野は辛くも逃
げおおせたが、大拙には翌日もまだその詳細が解らず、日記にただ「Feel uneasy,
every one of us.」
（「心配している、吾ら一人一人が」）と書きつけるほかなかった。
またこの日の山本あての手紙には、こう書いている。

二十六日の事件さつぱりわからず、財界の人も大分死んだかと思ふ、君の
方の根津さんは如何、余程有力なものが後に居ないと、かく大部隊の兵士
が動いて虐殺をやると云ふわけに行かぬ、これより恐怖時代出現疑無し、
口を箝し筆を収めて、成行を見る他になかるべし（鈴木、
『書簡一———一
八八八–一九三九』、2003：618）
29 日になってようやくニュースが入り、大拙はそれを簡潔な一言でただ、
「Those soldier- murderers reported surrendered」とだけ書いている。ニュースで聞
いたか関係者から直接に聞いたかが不明であるが、これ以後———大変な出来
事であったのに———日記には何もコメントがのこっていない。
この年の 6 月から翌年の 1 月にかけて、大拙は欧米を歴訪し、各地で禅と日
本文化に関する講義や講演を多数行う。のちにその内容をまとめて一書とした
のが、1938 年（昭和 13）刊行の『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』
であった（北川桃雄訳『禅と日本文化』1940 年・昭和 15、『続禅と日本文化』
1942 年・昭和 17、岩波新書）。現在も世界各国でひろく読まれている『Zen and
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Japanese Culture』
（1959 年・昭和 34）は、その増補改訂版にほかならない。この
書物の歴史的な意義と日本近代思想史上の位置については、すでに Richard Jaffe
リチャード・ジャフィがその 2010 年再版（『Zen and Japanese Culture』；1938 版
ではなくて、大拙による 1959 の校訂本に基づく）の解説で明らかにしているの
で、本論考では、この書物が書かれた、より現実的な動機や背景について考え
てみたい90。
軍国主義が膨張し、軍部の暴走が目立つようになってきたこの時期、牧野と
その女婿吉田茂は、国際関係、とくに英米との外交関係によって日本の地位と
権益の保全を果たそうとしていた。アメリカ側では Charles Richard Crane チャー
ルズ・リチャード・クレーン（1858–1939）という人物が、長年、牧野の相手と
して重要な役割を果たしていた。Crane は、アメリカで巨万の富を築いた実業家
であり、その潤沢な資金を背景に世界の各地で数多くの事業を展開していた。
またアメリカ政府とも密接な関係にあり、国際社会において大きな影響力を発
揮した。大拙のこの年の欧米歴訪は、実に Crane の資金援助と彼らの人脈のなか
で遂行されたのであった。
Crane に対する評価は大きく二つに分かれている。ひとつは、私財をなげうっ
て世界各地の民族独立運動を援助した偉大な人道主義者というものである。例
えば 1929 年（昭和 4）2 月 4 日発行の『Times』誌には、以下の記事が載せられ
ている：
A great U. S. friend of small and backward peoples is Charles Richard Crane.
Quite a trifle of his money went to help Professor Thomas Garrigue Masaryk
found the new state of Czechoslovakia.（執筆者不明、1929）91（「いまだ非力
で世界に遅れをとっている民族にとって、Charles Richard Crane というアメ
リカ人は偉大な友人である。彼は相当額の私財を［寄付し］Thomas Garrigue
Masaryk 博士による新国チェコスロバキアの創立を支援した。」）
また David Hapgood デビッドハップグッドの『Charles R. Crane: The Man Who
90

Jaffe の序文は、小川隆訳で、
「いま、大拙を読む———Zen and Japanese Culture 二〇一〇

年版解説」として『思想』2014 年（第 6 号 No.1082：85－110）に見える。
91

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,737258,00.html
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Bet on People』（「人々のために賭けをした男」）（2000）では92、科学・文化・美
術の発展に貢献した人物として Crane が高く評価されている。
もうひとつの評価は、Crane は世界を裏から操る Crane 一族の一員であり、私
利私欲を追究したエゴイストであったとするものである。このような見方をす
る研究者に Andrew Sutton（1925–2002）がいる（Sutton、1974：19）
。
Crane に大拙の名を告げたのは、牧野であった可能性が高い93。1936 年（昭和
11）3 月 16 日、Crane は大拙に電報を打ち、イギリスのロンドンで開催予定の「世
界信仰会議」
（World Congress of Faiths）へ大拙を招聘した。大拙は Crane からの
招待を電報で受けた（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries VII. 1936 to 1938』、
2011：8）。大拙は、その日のうちに養子のアランを介して返電している。それ
から約一週間後の 24 日、大拙は Beatrice に代筆させ、以下の書簡を Crane に送
った。
When Dr Suzuki just heard from Sir Francis Younghusband about the plan for
going to London to attend the World Faiths Congress, it seemed impossible for
him to go. He has much work on hand which he wishes to finish this year. But
92

「The Man Who Bet on People」という書名は「賭けに人間を用いた男」「人々のために賭

けをした男」という二通りに解釈しうるが、著者 Hapgood は後者が正しいと述べている。
93

1919 年（大正 8）1 月に Crane が牧野に電報を送っていることから、両者は早くから交流

があった。世界信仰会議への出席者を探す Crane に対して、牧野が日本の代表として自らが
信頼する大拙を推薦したことは、十分にあり得ることである。なお、1919 年 1 月に Crane
が牧野に送った電報の文面は以下の通り。「Baron Makino, Japanese Embassy, Paris. It is a fine
note you and Viscount Uchida have struck in announcing your program at the peace conference. Do
hold it all of the way through and no country will come out of the conference with higher prestige
than Japan. I hope to see you soon. Cordial Greetings.（Crane の私的書簡より［次注を見よ］）
（「牧
野男爵、日本大使館、パリ。牧野男爵と内田子爵［内田康哉外相］は、講和会議における
計画発表で、たいへん素晴らしい成果を得ました。是非、最後までその調子で進みますよ
うに。そのようにできれば、日本はこの会議において最高の評価を受けるでしょう。また
近いうちにお会いしたいと思っております。心を込めて。」）
また大拙は 1930 年（昭和 5）9 月 24 日に Crane が都ホテルで開催した宗教・社会懇談会に
出席している。同年の 11 月 20 日には、大拙は都ホテルで Crane・Saunders と夕食をともに
し、
「中国そしてアメリカでの講義シリーズ」について相談している（鈴木、
『D.T. Suzuki's
English Diaries II. The Early 1930s』
、2006：27）
。
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when your cable came, he thought that for the sake of Buddhism perhaps he ought
to go...
If Dr Suzuki is to reach London by July 1, and go via America, he ought to
leave here at the latest June 1. I hope that he will travel via America both ways,
for I should worry about his health and well being if he should go either via
Siberia or via Suez.
He thanked you for your generosity with asking him to be your guest for the
trips and he will do his best to present Zen Buddhism well.
On his return trip he will have more time to stop off in America. He hopes very
much to be able to stop in Paris for a short time to see some Mss which are at the
National Library there.”（下線による強調は原文の通り）94
（「鈴木博士95［大拙］がフランシス・ヤングハズバンド卿96から「世界信
仰会議」について始めて聞いた時に、参加はできそうにありませんでした。
仕事があまりにも多く、年内にそれを片づけなければならなかったからで
す。しかしながら、Crane 様から電報をいただき、仏教のために参加すべ
きだと思うようになりました。……［中略］……
アメリカ経由で 7 月 1 日にロンドンに行くためには、6 月 1 日までには
出発しなければなりません。大拙の健康と安全の面から、シベリアやスエ
ズ経由ではなく、往復ともにアメリカを経由するよう望みます。
旅に対する応援、およびお心遣いに対する感謝を伝えるよう言われまし
た。［大拙は］仏教の教えを代弁できるよう尽力したいと申しております。
また、往路ではアメリカを訪問する余裕があります。一時パリに寄り、

94

本研究は、Crane の遺産管理人らから提供された英文書簡の複写に基づく。遺族と事務所

の方々、特に Tanya Chebotarev 氏に謝意を表する。
95

Beatrice が大拙を「Doctor」
（
「博士」
）と称するのは、当時の慣習に基づくもので、大拙

に対する敬語ではない。
96

Francis Younghusband フランシス・ヤングハズバンド（1863–1942）は英国のチベット遠

征やその小戦闘に参加した後、神秘的な体験をして、霊性主義的な生活を目指すようにな
り、かの 1893 年シカゴの万国宗教会議をイメージして、世界信仰会議を計画したと伝えら
れている（金子、『ヤングハズバンド伝———激動の中央アジアを駆け抜けた探検家』、
2008：451–52）
。
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国立図書館所蔵の資料を拝見したいと申しております。」）
ここに記されるように、大拙は当初、会議への参加を望んでいなかった。Crane
からの電報を受ける三日前、大拙はすでに会議への招聘を受けていたが、仕事
が忙しいため、出席を見合わせるつもりであった。もしも Crane が直接大拙に電
報を打たなければ、大拙が世界信仰会議に参加することはなかったであろうし、
『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』も世に出ることは無かった
であろう。上の手紙にいうパリの文書とはむろん敦煌文献のことだが、この時
点ではまだ、それを見ることのほうを主たる目的とする気持ちもあったようで
ある（1936 年 5 月 1 日の山本宛ての手紙）
。
……この夏行くのはローマでなくてロンドンなのです。六月四日出発、米
国経由、七月一杯はロンドンに居て、八月に仏国へ行き、敦煌出土の写本
を見たいと思ふ、金はあまりなし、米人の好意、喜捨で往復の旅費だけ位、
一寸心細いところもあれど、敦煌本など見たさに行くやうなもの、家内は
もとより行けぬ、又行くこと好まぬらしい、うちに居た方がましだと云ふ
……（鈴木、『書簡一———一八八八–一九三九』、2003：619–20）
ちなみにこの手紙の余白には次のような書入れがあって、緊迫した時代の空
気と大拙の不安をうかがわせる。
君の以前の手紙、戒厳令で開封と云ふ印があつたが、手紙も時々開封する
のが戒厳令か、まだなかなか警戒厳重と見える、また何かあるのかな
（2003：620）
Crane からの電報を受けてから約一ヶ月後の 4 月 11 日、大拙は日記に「Crane
から旅費が届いた」と記している。この後、5 月から大拙はロンドン行の準備を
始めている。2 日に外務省から海外の講演に関する手紙を受け取り、4 日には牧
野を訪問。その後、東京倶楽部で樺山愛輔伯爵に会い、そこで外務省の柳沢に
も会ってロンドンでの講演に関して相談する。樺山は後に日本製鉄のアドバイ
ザーになるが、Crane と同様、アメリカの Rockefeller Foundation（「ロックフェラ
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ー財団」）と関係があった（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VII. 1936 to 1938』、
2011：13）。6 日には帝大図書館で、日蓮宗徒でもあった有名な宗教学者———
また League of Nations（「国際連盟」）の下に設立された「International Committee
on Intellectual Cooperation」
（「国際知的協力委員会」）の委員であった———姉崎
正治（1873–1949）にあう。7 日は、また外務省の柳沢と会って「arrange my lectures
in England this fall」（「今年の秋のイギリスでの講演を計らう」）（2011：14）。
5 月 23 日、大拙は丸の内に行って、
「国際文化振興会」から「get a check for ¥3,000
to help my trip abroad」（「海外旅を援助するため、3,000 円の小切手をもらう」）
（2011：16）97。「国際間の文化交流、特に日本文化の海外紹介をはかることを
目的」として 1934 年（昭和 9）に設立された組織である（外務省、
「国際文化交
流の現状」）。翌 24 日にはまた樺山愛輔伯爵と東京倶楽部で昼食をとり、その後、
出発までの間、安宅らを訪問したり、「KBS」の会議に参加したりする（「KBS」
について桐田は、大拙が顧問であった「国際仏教協会」
（1934 年設立）を意味す
るととるが、それよりも、正式に「KBS」と略された「国際文化振興会」
［Kokusai
Bunka Shinkōkai］のほうが妥当ではなかろうか）。
6 月 4 日、横浜から出航。22 日、ニューヨークに到着。4 日間の滞在中に銀行
の代表者や Crane と樺山の関係している Rockefeller Foundation の Wyckoff ワイコ
ッフ98に会ったりする。29 日、ロンドンに到着、住友銀行の原田が迎えに来る。
31 日、大拙は直ちに在ロンドンの吉田に会いに行く。会議に参加して講演を行
いながら、常に牧野と樺山と連絡を取っていた。ニューヨークから大拙ととも
にロンドンに行った Crane は、大拙に向かってしきりに牧野のことを褒めたらし
い。8 月 11 日の牧野への手紙で、大拙はこう書いている。
クレーン氏は同じ宿に居ましたので時々会ひました、御言伝のことも申し
ましたら、「伯の如き steady minded の政治家が日本に居なくては、日本は
危険だ」などとの挨拶に有之候、尤も小生も同感倒置候（鈴木、
『書簡追補』、
97

参考のために、インフレーションを入れれば、1934 年の米ドルが 2014 年では、およそそ

の 1665%となる。1934 年の日本では、1 円は、日本酒（下等酒・２級酒）１升、またはま
んじゅうが 20 個ぐらいの買えた金額であった。
98

これは、
1937 年 7 月 1 日に自殺した、
Rockefeller Foundation が応援していた科学者 Dr. John

Wyckoff であろうか？
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2003： 85）
会議が終ってヨーロッパを去る前に大拙は吉田や佐藤大使にたびたび会って、
食事などをともにしている。11 月 20 日、ニューヨークに戻ると、領事館の野村
のつれてきた Brodie ブロディーという人が迎えに来て、「helping get through
customs」（「税関の通過を円滑にさせる」）よう計らってくれた（鈴木、『D.T.
Suzuki's English Diaries VII. 1936 to 1938』、2011：38）。今回は、斎藤大使に会う
以外は、大拙はほとんど Crane とその友人、家族らと一緒に楽に過ごした。26
日には Crane 一族がアメリカ中から集まって Thanksgiving
（「感謝祭」）を祝った。
このわずか数年後、1939 年（昭和 14）に Charles R. Crane が亡くなった後も、大
拙は Crane 一族、特に Charles R.の甥 Cornelius Vanderbilt Crane コーネリアス・ヴ
ァンダービルト・クレーン（1905–1962）から長くその支援と友愛を受けた。ま
た、Crane のカリフォルニア州にある別荘で泊まりながら、大拙が（かれ自身の
言葉で言う）「socialist and communist」（「社会主義で共産主義者」）である Crane
の姉妹の一人と、アルタデナ（Altadena）という小さな都市で会っている（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VII. 1936 to 1938』、2011：42）。
大拙が日本に戻ったのは、年が明けた 1937 年（昭和 12）1 月のことであった。
大拙は帰国後、講演のために準備していた草稿をまとめなおして、
「Buddhism
in the Life and Thought of Japan」
（「日本の思想と生活における仏教」）という文章
を著わした。そして大拙はそれを増広し、1938 年（昭和 13）に『Zen Buddhism and
Its Influence on Japanese Culture』を出版した。その裏表紙において大拙は、同書
を Crane に捧げている。
『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』の評価にあたっては、そ
の直後に出版された『無心といふこと』
（1942、1968）を併せ見るのが望ましい。
なぜならば、大拙は『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』におい
て言葉を尽くせなかったと感じており、その不足を解消するために『無心とい
ふこと』を執筆したからである（森、1991、2011：287）。
しかしながら、実際に両書を紐解いてみると、その議論には大きな差がある
ことに気づく。
『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』において大拙
は日本を繰り返し賛美するが、
『無心といふこと』では日本の欠点が激しく批判
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されている。両書の間にこのような差異が生じたのは、大拙が想定している読
者が異なっているからである。英文で書かれた前者は英語圏の読者を想定して
おり、彼らに日本文化の良い面を伝えるのが大拙の主要な目的であった。一方、
日本語で書かれた後者の読者として想定されているのは日本人であり、その執
筆の意図について大拙は「日本の人々のためにも、何か反省の機会ともならん
かと考へて、大東出版社の求められるままに、此書を公刊する」と述べている
（鈴木、『無心といふこと』［序文］、1942、1968：117）。先にも述べたように、
大拙を単なる日本讃美論者と見る研究者は少なくないが、これは彼らが英語の
著作しか読んでいないためではないかと思われる。理想化された「禅」と「日
本」を提示することで西洋の限界と偏向を突き、その一方で、西洋との比較に
おいて日本の後進性を指弾するという二重の立場———つまり西洋にむかって
西洋を批判し日本国内に向かって日本を批判するという損な二枚舌———は、
在米時代から晩年にいたるまで、大拙の一貫した立場であった。
大拙が「禅」と結びつけつつ魅力的な———いわば美しい物語としての———
「日本」像を発信したのは、西洋列強諸国に対して対等の地位と価値を認めさ
せようとしたものであり、遠くは新渡戸稲造の『武士道』や岡倉天心の『茶の
本』以来の日本論、あるいはシカゴ宗教会議における宗演らの任務を継承する
ものであったと言えるが、近くは牧野らの外交戦略———文化的プロパガンダ
———の一環をなすものでもあった。そうした大拙の所論に対して、かつて熱
烈な賛美とナショナリズムとかオリエンタリズムとかいった種々の批判があっ
たことは前掲の Jaffe 論文とその日訳の小川「訳者解題」に詳しいので、ここで
はくりかえさない。ただ、ここで一つ言っておきたいことは、そうした賛否両
論では、大拙の主観的な意図と客観的な影響とが区別せずに論じられているの
ではないか、ということである。
そのことを考えるうえで有力なヒントを与えてくれるのが、Annika Culver ア
ニカ・カルヴァーの『Glorify the Empire: Japanese Avant-Garde Propaganda in
Manchukuo』
（「帝国を賛美する———満州におけるアバンギャルド・プロパガン
ダ」）である。同書は、日本政府が応援した、基本的には左傾していたはずの芸
術家たちによる、間接的な「ソフト・プロパガンダ」について、次のようにい
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う99：
[T]hese Japanese intellectuals consciously and conscientiously chose to depict
messages and images that resonated with their own personal aims. This
culminated in a form of cultural production that communicated a kind of “soft”
propaganda.... [B]y persuading the left-oriented avant-garde to create positive
accounts of the states progressive campaign to modernize Manchuria for a
Japanese (and foreign) audience, the Japanese handlers of the Manchukuo
experiment fought an ideological soft war of suasion in support of Japan’s
imperialist expansion in, and development of, Asia. Most importantly, the writings
and images produced by these formerly left-wing intellectuals reflect the
contradictions and selective omissions that characterize historical Japanese
representations of the colonies in the interwar and wartime periods.”（Culver、
2013：10）（「彼ら日本の知識人たちは、自分の個人目標と響き合った［・
と調和した］文書や像［作品］を意識的に、または良心的に［・真剣に］
作成することにした。［その組み合わせた努力による］結果としては、「ソ
フト」
［柔らかい］プロパガンダを伝える、ある種の「文化的製造品」がで
きあがった。満州という実験を操っていた日本人は、左派主義アバンギャ
ルド者をして、日本（または海外）の視聴者［つまり、満州の状況・進化
を見守っていた者たち］向けの、満州の現代化を目指した進歩主義運動に
対する「肯定的な評価」、これを製造するように口説いた。［このことによ
って、満州を操っていた日本人は、］日本のアジアにおける帝国主義拡張、
または進展を応援した思想的な「ソフト戦争」を行っていた。最も大切な
ことに、その元左派主義知識人たちによる製造された文書や像は、戦争中
または戦争と戦争の中間における植民地に対する、歴史における日本によ
る表現、
［その文書と像が］これを特色づける矛盾や選択的な省略を反映す
るのだ。」）
ここで「かれら日本の知識人たち」と言っているのは、具体的には、山田清

99

満州の広く見た歴史に関しては、山室信一著の『キメラ:満洲国の肖像』
（1993）がある。
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あいみつ

三郎、福沢一郎、靉光、淵上白陽、春山行夫、川端康成らを指している。
（Culver、
2013：10)。しかし、上に示唆された通り、このような「戦争」を戦っていた人
達（その「元左翼」アーティスト達）には、右派的な帝国主義の応援をしてい
るという意識はおそらくほとんどなかった———あるいは全くなかった。にも
かかわらず、帝国の目標を満たすことにより、実に自分たちの個人的な芸術的・
美術的な目標がより容易に果たされていったのである。ここに大拙は含まれて
いないが、大拙の 30 年代の作品に見えるとされている「愛国主義」について
Maraldo がのべた次の批評は、上の Culver の分析とよく符節を合するように思わ
れる。
The point of the criticism is not that Abe or Suzuki perpetrate some kind of
sinister or underhanded crime. In fact they probably would not recognize the
nationalist undertones of their rhetoric, and their ideology is not easily judged as
pernicious.（Maraldo、1994：347）
（「［愛国心に対する］批判のポイントは、
阿部［正雄］と鈴木［大拙］が悪意を持った、または陰険な犯罪を犯して
いるわけではない。実際のところ、彼等は自分のレトリックの行間にある
愛国主義には気づいていないであろう。彼等のイデオロギーを、
「悪質」と
簡単には断言できない。」）

佐藤平が論ずるように大拙は主観的には反戦的であったが、しかし、その言
論や著述は客観的にはナショナリズムの潮流のなかで生み出され、そして、そ
れがすばらしく魅力的に書かれていたがゆえになおさら、批判者たちがいうよ
うなナショナリズムを助長する効果を生じていったのではなかったろうか。

附論：大拙は「ナチスの協力者」か
本筋を離れるが、ナショナリズム批判との関連で、ここですこし大拙とナチ
スの問題にふれておきたい。近年、大拙批判論を展開している Brian Victoria は、
「An Article Concerning “D. T. Suzuki and the Nazis”」（「『鈴木大拙とナチス』［と
いう、Victoria 本人の論文］についてのエッセイ」）において、以下のように述
べている：
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Although... Suzuki’s defenders continue to withhold relevant facts from the public
record, readers of the entire series [of Victoria’s articles on this topic] will
nevertheless find sufficient factual information to demonstrate the depth of
Suzuki’s ultranationalist roots, including his collaboration with the Nazis.
Suzuki’s ultranationalist roots can, in fact, be traced back to his earliest writings.
（Victoria、2014：頁番号無し）
（「鈴木を擁護する者は、歴史上の重要な事
実を隠そうとしている。すなわち、鈴木は超国家主義者であり、ナチスに
協力していた。筆者はこの論文のシリーズ［Victoria の大拙に関する三つの
論文］100において、そのことを証明する歴史的事実を読者に示した。鈴木
が早くから超国家主義的であったことは、その最も早い段階に書かれた文
書においても確認できる。）
この文章は、佐藤・Kirschner カーシュナーの「Brian Victoria and the Question of
Scholarship」（Sato and Kirshner、2010；「ブライアン・ビクトリアと学問の問題
［・ブライアン・ビクトリアの学問に対する疑問］」）に対する Victoria の反論「D.T.
Suzuki, Zen and the Nazis」
（2013）を踏まえて執筆されたもので、Victoria が言う
「鈴木を擁護する者」とは、直接的にはこの二人を指している101。
大拙がナチスに協力していたことを証明する「歴史的事実」として Victoria が
挙げるのは、以下の三点である。すなわち、
（1）1939 年（昭和 14）1 月 18 日に
開催された宴会において（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VIII. 1939』、2012：
86）、大拙は Ott と Dürckheim という二人のドイツ人に会った。（2）その後も大
拙はこの二人と二・三回会っている。（3）特に Dürckheim は仏教に関心があっ
100

三つの論文は以下の通り。1：
「Zen as a Cult of Death in the Wartime Writings of D.T. Suzuki」

（
「死の信仰としての禅 鈴木大拙、戦時下の著述」
）
、2：
「D.T. Suzuki, Zen and the Nazis」
（「鈴
木大拙 禅 ナチス （上）
」
）
、3：
「A Zen Nazi in Wartime Japan: Count Dürckheim and his
Sources—D.T. Suzuki, Yasutani Haku’un and Eugen Herrigel」
（「戦中日本におけるあるナチス禅
宗徒———デュルクハイム伯爵の情報源 鈴木大拙、安谷白雲、オイゲン・ヘリゲル」）。
いずれも英文。括弧内に記した日本語題目は、Victoria 本人による。みなネット上で公開さ
れている。http://japanfocus.org/-Brian-Victoria
101

佐藤・Kirshner らと Victoria との論争における対立軸は、翻訳・解釈の妥当性である。こ

れは極めて主観的な問題に属するため、その論争は結局のところ物別れとなり、「客観的」
に正しい決着を見ることは無いだろう。
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たため、大拙は彼と宗教について数時間程度話をした。では、Ott と Dürckheim
とはいかなる人物であったのだろうか。また大拙は Victoria が言うように、本当
に「ナチスに協力していた」のだろうか。以下、この点について述べておきた
い。
Eugen Ott オイゲン・オット（1889–1977）は当時ドイツ大使として日本に駐在
していた人物である。ヒトラーが政権を取る 1933 年以前は von Schleicher フォ
ン・シュライヒャー大将（1882–1934）の補佐役を務めていたが、その後大使館
付き武官として来日した。1941 年（昭和 16）に日本から北京に移り、そこで終
戦を迎えた。
Dürckheim、詳らかには Karl Friedrich Alfred Heinrich Ferdinand Maria Graf
Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin カールフリート・デュルクハイム（1896–1988）
は102、第一次世界大戦で名誉十字章（独語：Ehrenkreuz des Weltkrieges）と戦功
十字章（独語：Kriegsverdienstkreuz）を得た人物で、その後心理学の博士号を取
り、大学教授となった。ヒトラーが政権を取った後、Dürckheim はヒトラーとナ
チスに忠誠を誓う。1933 年（昭和 8）には突撃隊に入隊し、南アフリカなどで
ナチス思想を普及させる仕事に従事した。しかしながら、後にユダヤ人の親戚
がいることが告発されたため、「第 2 級」［独語：］Mischling」に落とされ、日
本に送られたという。晩年には、ナチスに協力したことを反省し、禅仏教と心
理学の思想を広めた。その禅仏教理解は大拙から多大な影響を受けたとされる
103

。

102

大拙はその名を「Dürckheim」とだけ記している。

103

戦後の観点から Dürckheim を擁護しようとする者は、彼が日本に派遣されたのは、
「exiled

by the nazi Government」
（
「ナチス政府により国外追放された」）
（Marchal and Marchal、2009：
42）ためだというが、Victoria はかかる見解に反対し、Dürckheim が「Nazi’s leading propagandist
in Japan throughout the war」
（
「ナチスにとっての戦争中での在日において第一の伝道者」
）
（Victoria、2013）であったと主張している。なお、後年、岡村美穂子は大拙とハイデッガ
ーの会談を回想するなかで次のように述べている。
「グラフ・フォン・デュルクハイム博士
が通訳で、この方は戦時中、ヒットラーのもとで、日本のドイツ大使館の文化担当で、西
田幾多郎先生や鈴木大拙先生などを大使館の晩餐会に招かれたりして、思想家をドイツに
近づけようと努力した人です。ご自分も日本の精神文化にかなり興味があったドイツの伯
爵で、心理学者・哲学者でもいられた。
」
（岡村・上田、
『思い出の小箱から———鈴木大拙
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このように Ott と Dürckheim はともにナチスドイツが日本に派遣した人物であ
った。しかしながら、ナチスの党員と面会したり談話したりすることが、直ち
に「ナチスに協力した」ことになるであろうか。この点で Victoria の議論は短絡
的であり、今後より慎重に分析する必要があると言わざるを得ない。今の時点
では、
「ナチスに協力したと断定することはできない」というのが、本論考の意
見である。

第 3 節 1940 年代———敗戦まで
1939 年（昭和 14）7 月 16 日、最愛の妻 Beatrice が世を去った。
それに先立つ 4 月、大拙は手紙で山本に妻の病のことを告白しているが、
Beatrice 本人には近づく死のことは伏せられていた（鈴木、『書簡一———一八
八八–一九三九』、2003：658）。息子アランもそのことを知らされず、前もって
母に別れの挨拶をすることはできなかった。
1940 年代に入ると、大拙は政府の政策にたいして、しだいに強い不満を漏ら
すようになっていった。たとえば 1940 年（昭和 15）2 月 10 日付けの山本宛て
書簡に次のように見える。

近頃学校の教育、大いに科学性を欠く、国体も天業も祭政一致も 結構なれ
ど、その内容具現の点につきては、何にもなし、空疎をきわむ、東亜新秩
序もその通り、なんらの実行性ももたず、国民を駆り立て一部能治者のイ
デオロギイの犠牲に供せんとす、内乱起らざれば幸なり、出征の人々は言
ふに及ばず、銃後の吾等も迷惑千万、現時の日本に一人の政治家なし、慨
嘆痛惜の至り也、 是から二十年後の用意をしておかなくてはならぬ、教育
の局に当るもの、その任大なりとす（鈴木、『書簡二———一九四〇–一九
五三』、2003：2）104

のこと』
、1997：83）
。
104

佐藤と Kirschner の英訳は、Satō（2008：88）に見える。
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また、7 月 22 日付け、岩倉政治宛ての手紙では次のようにいう。
いつ安心してよい時代が来るのか、世界の大変調、所謂る新秩序なるもの
が出来上るのか、独英の決戦と云つても、英国が勝てばとに角、負けても、
一年や二年で、両国が代表して居る思想上の相剋は中々止まぬだらう、そ
の間は日本も自然落付きはなかるべし、それからソ連と日本との関係はど
うなるのか、今から接近するとするには、どんなことにするのか、左翼の
思想も自然はいり来らんか、その時の処置はどうなるのか、ナチスとボル
シヱヴヰクと相去ること幾何ぞ（鈴木、
『書簡二———一九四〇–一九五三』、
2003：4）
しかし、大拙の憂慮を裏切るように、事態は悪化の一途をたどっていった。
同年 9 月、アメリカは日本の外交態度を嫌い、急速に攻撃的になっていった。John
Dower ジョン・ダワーによる吉田茂の研究、
『Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru
and the Japanese Experience, 1878–1954』
（「帝国とその瓦礫———吉田茂と日本の
体験、1878–1954」）105は、当時のアメリカ大使 Joseph Grew ジョセフ・グルー
（1880–1965）についてこう語っている。
中国の戦死者が二〇〇万人に近づいていたときでも、グルーは、懲らしめ
を受けはしてもまだ強力な日本が、アジアでイギリス、アメリカと同盟す
ることをひきつづき望んでいた。……［省略］……一九四〇年七月の第二
次近衛内閣の成立は、グルーにははじめから逆行的なものと映ったから、
グリーン・ライト

九月一二日の有名な「 青 信 号 」電報で、このグルーでさえ「穏健派」と
袂を分かった。彼にとって問題は、もはやアメリカは日本に対し積極行動
をとるべきか否かではなくて、いつとるべきかであった。
（ダワー［上巻］、
1981：238）（原文：Dower、1979、1988：216)）
日記につづられた亡き Beatrice への思いも、しばしば軍部への憤激のことばと

105

大窪愿二による、1981 年の和訳『吉田茂とその時代』
（上下、ティビーエス・ブリタニ

カ）がある。
125

第 4 章———大谷大学時代～敗戦まで

重なりあうようになってゆく。たとえば、1941 年（昭和 16）7 月 16 日———日
本ふうにいえば彼女の三周忌の命日———の日記に、大拙は次のように書いて
いる。
How often I think of you, dear B! Perhaps fortunate for you not to be here with
me when things are becoming worse in every way. How deep [are] those block
headed militarists are going to plunge this country and people into the depths of
ruin and destruction! （鈴木、
『D.T. Suzuki’s English Diaries III. 1940 to 1942』、
2007：, 69–70）
（「どれほどあなたのことを思っているか、いとしの Beatrice
よ! だが、日々すべてが悪くなってゆく今、あなたがここに居ないことは、
もしかしたら、あなたにとって幸いであったかも知れぬ。あの石頭の軍国
主義者たちは、どれほど深く、この国と国民を荒廃と滅亡に突き落とそう
としているのか！」）
また、同年 10 月の日記にも、次のように見える。
A short walk in afternoon along the Kamo which I used to do a great deal in Fall
[sic] while B. was still with me. When I came back, she would say, “Where did
you walk today? Did you get something nice for me?” Then I would hand some
fruit, figs or bananas. She is not here any longer, and then what can we
now-a-days find in the stores? No fruits, no cakes, no nothing. Where are they
driving us, those who have started this altogether meaningless warfare, just to
satisfy their egotistic sadistic impulses!（鈴木、
『D.T. Suzuki’s English Diaries III.
1940 to 1942』、2007：79）
（「午後、鴨川沿いに短い散歩。Beatrice 在りし頃、
秋には、よくそうしたものだ。家に帰ると、彼女は決まって言う、
「今日は
何処へ散歩に行った？ 私のために何かいいものを買ってきた？」と。そこ
で私は果物や Fig やバナナを手渡すのだった。だが、その彼女も、もうい
ない。そして、今日、店では何が買えようか？ 果物も無い、ケーキも無い、
何も無い。やつらは、われらを、どこへ引っ張ってゆこうとしているのか？
自分たちのエゴイスティックでサディッスティックな衝動を満たすために、
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この全く無意味な戦争を起こした、あの連中は！」）106
そしてこの年の 12 月 8 日（アメリカの日付では 7 日）、ついに日本は真珠湾
攻撃を決行し、太平洋戦争に突入する。開戦の約 3 ヶ月前、9 月に京都大学で「禅
と日本文化」に関する講演を行った際のことを、大拙と西田の教え子であった
日高第四郎が次のように書き記している。

講演が一応すんだあと、講壇から、禅の行者であり超俗の哲人であるこの
先生の口から次のようなことを聞きました。当時日本軍が仏領インドシナ
に進駐しはじめて、アメリカとの衝突が目前に迫っていました。
「日本はア
メリカの工業生産力の恐るべき実体を、もっと冷静に正確に評価していな
ければならない。今日の戦争は昔のように戦略や戦術や豪胆や勇敢だけで
決着するものではなく、機械力とその生産力に負うところが多いのだから」
というような趣旨でした。軍部に対する批判が殆んど全く封ぜられた時代
に、先生は、公開の席上、実に静かに、しかも大胆に急所を突いた警告を
披瀝されたのです。（鈴木、『鈴木大拙———人と思想』、1971：286）
これは 1945 年（昭和 20）の敗戦の時まで一貫して変わることのなかった大拙
の認識であった。

太平洋戦争期の著作
太平洋戦争の時代は、大拙にとっても、むろん過酷で多難な時代であった。
だが、それと同時にこの時期は、日本語による多数の著作を集中的にまとめ、
独自の思想の深化を示した時代でもあった。それについては、まず、海外への
発信の道を閉ざされたこと、英文の推敲を助けてくれる妻 Beatrice を失ったこと
などが、その外在的理由として考えられる。1942 年（昭和 17）6 月 9 日、山本
宛ての書簡にいう、
106

同じ頃の西田宛ての手紙にも、こう見える（1942 年 2 月 28 日）
：
「……権力と意志と血と

で生きる悪魔！汝の責任、問ふのは誰ぞ、（誰もなきこそ悲しけれ）、絶対の威力に生きて
なんぢ

責任をもたぬものあり、名を国家と云ふ、国家でふ名によりて魔のいとなみをいとなむ 汝 、
な

我れ汝を悪む……」
（鈴木、
『書簡二———一九四〇–一九五三』
、2003：36）
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戦争がすむと、禅の書物の要求が外国に多いと思ふので、拙著訂正再版せ
んと思ふ、家内が居ないので見て貰ふ人なし（鈴木、
『書簡二———一九四
〇–一九五三』、2003：45）
むろん、こうした外在的理由だけでなく、戦時下の悲痛な現実の圧迫が大拙
の思考を内面に向かわせたであろうことは言うまでもない。1940 年（昭和 15）
頃から 1945 年（昭和 20）の敗戦の頃までの間の著述量は驚異的であった。今、
単刊の書物のなかの主なものだけに限って挙げてみても、次のようである。
盤珪に関するもの：
『盤珪の不生禅』
（1940・昭和 15）、
『盤珪禅師語録』
（1941・昭和 16）、
『盤
珪禅の研究』（1942・昭和 17／古田紹欽と共著）、『盤珪禅師説法』（1943・
昭和 18）、『禅思想史研究———第一』（1943・昭和 18）
浄土思想に関するもの：
『淨土系思想論』（1942・昭和 17）
妙好人に関するもの：
『宗教経験の事実』（1943・昭和 18）
敦煌文献と初期禅宗に関するもの：
『禅思想史研究———第二』、
『禅思想史研究———第三』
（書物として刊行
されたのは戦後だが、原稿はこの時期に作成されたもの。敦煌禅宗文献の
校訂はこれよりさき、1932・昭和 7～1936・昭和 11 の頃に多数公刊されて
いる）
即非の論理を説くもの：
『金剛経の禅』
（1943・昭和 18、1944・昭和 19 に講演⇒『日本的霊性』
（1943・
昭和 18 収録）
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超個と個を説くもの：
『禅の思想』（1943・昭和 18）
上記の分類はごく便宜的なものであり、しかも、この分類にあてはまるもの
を網羅したものでもない。それでもきわめて多作であるだけでなく、大拙にと
っての主要テーマが、この時期、日本語で一気にまとめられていることがわか
る。題名だけみると、一見、多岐にわたるテーマが平行して進められているよ
うだが、大拙自身にとっては実は一連の思考であった。1944 年（昭和 19）の『日
本的霊性』は、上記の諸テーマを一書に集約したものにほかならない（この書
物の評価については後述する）。

吉田茂とヨハンセン
しかし、大拙は、現実社会に背を向けてひたすら内面的な思考の世界に沈潜
していたのではなかった。大拙はひそかに戦争終結のための努力にも参与して
いたらしい。
さきにあげた Dower の研究によれば、当時憲兵隊は吉田茂を監視しており、
その任務は「吉田反戦」の語呂合わせで「ヨハンセン」と称されていたという
（Dower、1979、1988：227）。1942 年（昭和 17）6 月 4–7 日のミッドウェー海
戦の頃から憲兵隊は彼らに対する積極的な監視を始めた（畠山、2003、2005：
519、その他）
。畠山によると、
「ヨハンセン」の対象になった人たちは、およそ
30 人。主に「国際的」であることがその共通の特徴であった。Dower はそれを、
次のように説明する。

このグループは当時の地位また過去の経歴からみると、全体として、降伏
前の日本に存在したエリート各層のかなり完全な縮図を表していた。すな
わち、宮中関係者、陸海軍、実業金融界、官僚警察、植民地官僚、外交界、
華族、枢密院、貴族院、政党、新聞界が網羅されていた。また近衛［文麿］
や若槻［礼次郎］を通して、一般に内閣総理大臣奏請の責任を負う重臣に
接触していたし、位階や（木戸幸一のような天皇の輔弼者との）個人的連
絡によって天皇にも近づく道があった。（ダワー［上巻］、1981：258）（原
文：Dower、1979、1988：234)
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かれらに共通の基本的な立場について、Dower はいう、
ヨハンセンに結びついた人々の戦争反対は保守主義な立場からなされたも
ので、イデオロギー色がつよかった。その大半の者にとって、主な動機は、
単に日本が他国に与えている、また国内でもいよいよ大きくなりつつあっ
た物理的な死と破壊を終わらせるためばかりではなかった。それよりも、
彼らの関心は伝統的な日本国家の維持であり、戦争が長びけば内外に革命
的情勢をつくり出し、そのため国体は破壊されはしまいか、というのが彼
らの最も恐れたことであった。日本にとって戦局は悪化するにともない、
その恐れは一部の人々の心に終末論的な性質をもってのしかかってきた。
（ダワー［上巻］、1981：251）107
単純化していえば、親英米・反共・国体護持がかれらに共通の立場であった。
のち敗戦の直前（1945 年・昭和 20）、吉田が東京憲兵隊によって投獄された際
の調書に見える次のことばは、吉田らの立場をきわめて明確に示している。
日本はだれがなんといおうとも、英米と仲よくしなければ絶対に繁栄する
国ではない。だから、英米との戦争は、一日も早く止めなければならない。
英米との戦争に敗けても、国体は絶対に滅びることはないが、国内が赤化
されれば、ただ滅亡あるのみだ。（ダワー［上巻］、1981：296）
さきに引いた 1940 年（昭和 15）7 月 22 日付け、岩倉政治宛ての手紙（「いつ
安心してよい時代が来るのか……」）の論旨は、この吉田の立場ときわめてよく

107

「The opposition to the war offered by those associated with YOHANSEN was conservative and

highly ideological. The primary motivation of most was not simply to bring an end to physical death
and destruction—both that which Japan was inflicting upon others and, increasingly, suffering itself.
Rather, their concern was the preservation of the traditional Japanese state, and their greatest fear
was that a prolongation of the war might lead to a revolutionary situation both at home and abroad
which would bring about the destruction of that traditional polity. As Japan’s war situation worsened,
such fear assumed apocalyptic dimensions in the minds of some...」
（Dower 1979, 1988, 227–28）
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似かよっている。考えが近かっただけではない。大拙は、いわゆる「ヨハンセ
ン」グループのうち、少なくとも 6 人と実際に関係をもっていた。大拙に最も
影響の大きかった牧野伸顕とその女婿吉田のことは、すでに述べた。その他の 4
人は、次の通りである。
池田成彬（1867–1950）
。財政家。近衛内閣の大蔵大臣 1937–39 年。1941
年枢密院の員なる。例えば、1943 年 5 月 7 日大拙と昼食をともにする。
（鈴
木、『D.T. Suzuki's English Diaries V. 1943 to 1945』、2009：16）
近衞文麿公爵（1891–1945［極東国際軍事裁判の前に自殺した］）。五摂
家筆頭の家柄。1920 年 5 月 25 日、大拙はその弟の秀麿（1898–1973）の結
婚式に出席している。大拙と Beatrice は、文麿の叔母・義母である近衛貞子
（1871–1945 年 8 月 15 日［つまり、昭和天皇の玉音放送の日］）と親密な関
係をもっていた。たとえば、1930 年 6 月 7 日、近衛貞子に会ったことが英
文日記に見える（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries II. The Early 1930s』、
2006：13）。ちなみに、貞子の祖父は、前田慶寧、加賀藩第 14 代藩主であっ
た。前田は、大拙の父了準が勤めていた加賀藩の最後の大名であった。
樺山愛輔伯爵（1865–1953）
。貴族院議員。実業界と関係があり、大拙が
支援を受けるアメリカのロックフェラー財団とも関係があった。1936 年 5
月 4 日、大拙は樺山に会い、ロンドンでの講義について相談している（同日、
牧野にも会っている）
（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VII. 1936 to 1938』、
2011：13）。
原田熊雄男爵（1888–1946 ［自然死］）上にふれた、元老西園寺公望の
秘書。二・二六事件で暗殺されなかったが、間一髪で逃れた。1935 年 8 月
15 日、大拙は西田とともにかれの別荘を訪問している（桐田、2005：91）。
日記や書簡が全て公開されれば、いわゆる「ヨハンセン」の他の人々との交
渉がさらに見出される可能性もある。少なくとも、その両巨頭ともいうべき吉
田と牧野と長く親密な関係をもっていた大拙が、監視者の視野に入っていなか
ったとは考え難い。これまで公開された資料を調査する限り、大拙が戦局や国
際情勢について一般人以上の特殊な情報を持っていたという印象は特にないが、
彼がいわゆる「ヨハンセン」の人々と同質の価値観と危機感、そしてある種の
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連帯感を共有していたことは確かなことと思われる。
「ヨハンセン」と関係するかどうか分からないが、1942 年（昭和 17）11 月 2
日の日記には、次のような謎めいた記録が見える。
To Shimei Kwaikan in evening to give an address to a group of “thought offenders
(?)”（鈴木、
『D.T. Suzuki’s English Diaries III. 1940 to 1942』、2007：131）
（「夕
方、紫明会館に行き、「思想犯（？）」のグループに講演。」）（？マークは、
原文）
カギカッコと疑問符の付されたこの「“thought offenders (?)”」が、いったいど
ういう人々を指しているのか、今のところ確かめようがない。当局からは「思
想犯」と目され、それゆえに大拙が共感を寄せる人々だったのであろう。この
件と直接関わるわけではあるまいが、この約 2 週間後の 12 月 5 日、大拙は自著
に対する検閲のことを、怒りをこめて次のように書きのこしている。
Fukuda sent Proofs of my forthcoming book censored by the Nagoya police
department requesting to fill up the various & several censored passages, the
whole afternoon spent for the work. Most ridiculous! I want to preserve the
censored book for our future generations to see how silly their work is.（鈴木、
2007：133）
（「福田、名古屋警察署の検閲せる吾が近刊書の校正ゲラを送り
来り、削られた多様かつ多数の語句の補填を求む。その仕事に午後いっぱ
いを費やす。なんたる馬鹿馬鹿しさ！ やつらの仕事のいかに愚かなるかを
後世に示すため、検閲された書物をそのまま保存したきものなり。」）
ここにいう近刊書は、1943 年（昭和 18）に名古屋の出版社「信道会館」から
刊行された『文化と宗教』で、
「福田」はその責任者福田正治のことである。そ
の校正刷りがのこされていれば、たいへん貴重な資料となったことであろう。
だが自著の検閲に憤っていた大拙も、知り合いの樺山や池田成彬などがこの
頃すでに「ヨハンセン」という符牒のもと、憲兵隊から監視されていたことは
知らなかったであろう。5 月 7 日、前大蔵大臣の池田成彬と食事をし（鈴木、
『Suzuki's English Diaries V. 1943 to 1945』、2009：16)、または牧野、野村吉三郎
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海軍大将、枢密顧問官、や幾つかの銀行の代表者や実業者などのような人にこ
の 9 月から敗戦までの間、幾度も会って「色々について」話しをしている（鈴
木、2009：31、32、41、56、等々)。話の内容は知る由もないが、同じ時期、1944
年（昭和 19）5 月 24 日の岩倉にあてた手紙には次のように見える。「色々につ
いて」のなかには、こういう話題が含まれていたであろうことは想像に難くな
い。
……業果を分けあうのは吾等一般ではないか。国を亡ぼし家を滅する者は
実に彼等［日本軍・政の指導者］である。……［省略］……何につけても、
国に大政治家の居ないのが、一番国民の不幸だ。今日のやうな日本の社会
構成では、或は永遠に大なるものは、どの方面にも出られないのではなか
らうか。
（岩倉、『真人鈴木大拙』、1986：115–16）
大拙はまた、海軍内の良識派ないし穏健派とでもいうべき人々とも交渉をも
っていたらしい。1944 年（昭和 19）6 月 10 日には「水交社」（海軍省の外郭団
体であった海軍将校や同相当官のための親睦団体）に行って、
「Naval Information
Bureau」（「海軍報道部」）の「Chief」（「部長」）に呼ばれ、「literary men」（文学
系男「＝有識者」）のパーティに参加している（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries
V. 1943 to 1945』、2009：59）。また、時期は明らかでないが、大拙の秘書でもあ
り弟子でもあった古田紹欽の回想には、次のような一節が見える。
延命会という財界人の数奇者の集まりが戦前からあって、先生を招いて、
先生の話しを聞く会が開かれたり、また牧野伸顕氏、清水澄氏といった人
と会合になったりするそんな折にもお伴をし、戦時中、海軍が長老の有識
者にひそかに参集を願って、戦争処理の問題が話し合われたような席にお
伴したことがある。米軍の空襲が頻りになってきた頃、燈火管理の暗い一
室で、海軍報道部のある機関で数人の有識者のひそかな集まりがあって、
先生も招かれて出席になった。そのとき出席になった人も先生も終戦をい
そがれたことを会合の末席にいて聞いたことがある。先生はアメリカの軍
事力の強大であることを危懼して今度の戦争の無謀であることを心配して
よく口にされた。
（古田、
『幾山河———わが禅仏教への道』、1984：143–44）
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……今次の戦争の末期に海軍報道部のなかで、西田先生とか鈴木先生とか
小泉信三さんとか、長谷川如是閑さんもいらしたかと記憶していますが、
十人ほどの方々を招いて、なんとかしてこの戦争を終結にもっていかなけ
ればならないといったことの話し合いの会のようなものが催されました。
その場所がどこであったか記憶していませんが、空襲のあった晩など暗闇
の中での会議が開かれたりしました。私も先生のお伴をし、陪席して、ひ
そかに会議を傍聴するというようなことがありました。（古田、『大拙の思
想に見る択一と複合』、1999：36）
詳細は分からないし、こうした動きが現実に対してどれほどの実効をもちえ
たのかも明らかでないが、少なくとも、大拙が、後世の批判者たちのいうよう
な戦争推進や軍国主義の翼賛とは逆の立場に立って活動していたことは確かで
あろう。しかし、そうした大拙らのひそかな運動に対する圧迫は、どんどん強
まっていった。1945 年（昭和 20）1 月 26 日の日記には次のような記述が見える。
Sato, of Navy, called in afternoon, now placed on a retired list. He must have had
some great disagreement with the naval authorities regarding the future strategic
measures of the Imp. Navy. Too bad for the latter, when able men are very much
in need of for the present critical situation.（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries
V. 1943 to 1945』、2009：81）（「海軍の佐藤が午後に訪問して来た。引退者
のリストに加えられることになった。帝国海軍の今からの戦略については、
海軍の当局と大きな意見の相違があったに違いないだろう。かれのことが
お気の毒だ。今の危機的状況のためには、
［かれのような］能力のある人が
とても必要とされているのに。」）
そして、この年、ついに吉田が東京憲兵隊によって投獄された（Dower、1979、
1988：227）。結果的には、そのおかげで吉田の戦後の立場は逆に有利なものに
なったと言われているが、しかし、当時の大拙から見れば、信頼を寄せていた
佐藤海軍中将の排除や吉田茂の投獄は、軍国主義の圧力が逃げ場のないところ
まで厳しく迫ってきている感を抱かせたであろう。
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『日本的霊性』
この前年、1944 年（昭和 19）に刊行された『日本的霊性』は、まさにこのよ
うな時代状況のもと、このような立場に立って著わされたものであった。この
書物は、特に Sharf と Faure の批判以来、日本の独自性を自画自賛的に語る「日
本論」と看なされることが多い。Sharf の論点はすでに序論で見たが、Faure も
次のように言っている。

鈴木の思想における排外主義的な要素、狂信的愛国主義的な要素が、戦時
中に膨れ上がったのはもっともなことだった。当時、鈴木は西田の著述に
大きな影響力を振るっていた。鈴木の二册の著作、
『日本的霊性』と『禅と
日本文化』は、おおよそ西田の絶筆と時期を同じくしていた。鈴木の文体
は西田には及ばないとはいえ、当初鈴木が禅に與えた存在論としての特権
性を、両者は日本的霊性一般へと拡大しようと試みた。鈴木にとって、無
分別智（般若）———すなわち、禅———は日本文化の中に真実の姿を現
している。結果として、こうした禅帝国主義によって、日本文化の側面の
中で［禅と］関連づけられなかったものはない。儒教や武士道までもが［禅
と］関連づけられた。
『禅と日本文化』を鋭く批評した際に、ポール・ドゥ
ミエビルが述べたように、
「あの国のあらゆる文化は禅と関連づけて解釈さ
れている。禅というものは、美的価値観（絵画、詩）だけでなく、日本の
軍国主義に接近するためのマスターキーにもなったのだ」。禅は日本文化の
所産であると捉える常識的な研究方法は鈴木によって転倒された。日本文
化は、禅と名づけられた独特の現象、より正確に言えば、禅と名の付いた
形而上学的原理を多面的に表現したものとなったのである。（フォール、
2004：150）108
すべてに超越する絶対的価値を禅に付与し、そのうえで、そのような禅の本
質を特権的・排他的に「日本的霊性」と等置するものとして、大拙の所説が批

108

金子奈央訳。原文は、Faure『Chan Insights and Oversights: An Epistemological Critique of the

Chan Tradition』
（1993）の第 2 章「The Rise of Zen Orientalism」に見える（頁 66）
。
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判されている。しかし、Maraldo のように、この本を更に細かく読んで行けば
———そして、大拙のそれまでの「日本」をテーマにした論文を参照すれば
———『日本的霊性』が、大拙から見た、日本におけるあらゆる習慣や現象の
問題を批判していることが理解できる。そこでは「集団主義」、
「軍国主義」、国
学、神道、国教など、様々なものが、暗示的に、または直接的に批判されてい
るのである。Maraldo は次のようにいっている。
Suzuki directed his work to a Japanese audience at a time when a direct criticism
of state nationalism or expansionist policies would have been silenced
immediately. His criticism of wartime rhetoric was possible only because it was
camouflaged. The denunciation of the slogan “Japanese spirit” is hidden among
the layers of meanings of seishin that he uncovers. It is entailed by his shift to
another kind of spirit, reisei, that in his eyes is far more worthy and expressive of
what Japan has to offer the world. The extensive discourse on reisei is not a decoy
to draw the attention of potential censors away from the implied denunciation; it
is a sincere attempt to offer what was for Suzuki an alternative and much superior
ideal to the Japanese people. Yet Suzuki directed his project not just to Japan, but
to the West as well. In the belief that Japan was overcome by militarism, and the
Western world by materialism, he proposed an idealized religiosity as a national
and even global ideal.（Maraldo、1994：340）
（原文内の注釈は省略した）
（「鈴
木は、国家主義や［帝国］拡張政策に対する批判が即座に沈黙させられて
いた時期に、
［『日本的霊性』という］作品を日本の読者に向けた。
［当時日
本における］戦時的レトリックに対する、鈴木の批判は、それが隠された
ものであったがゆえに、許された。
［したがって、］
「日本精神」というスロ
ーガンに対する鈴木の非難は、かれが明かしていく「精神」の意味、その
各種のレイヤーのなかに埋まっている。そして、その非難による、もう一
つのスピリット［「精神」］へ辿り着く。鈴木にとっては、そちら———つ
まり「霊性」———のほうがより価値があり、日本の世界への貢献の可能
性をより具体的に伝えるものであった。
「霊性」に対する鈴木の広大な論説
は、示唆されている非難から、検閲をしてきそうな人の目を［別の処に］
引くためのデコイ［「サクラ」］ではなくて、それが鈴木にとっての、日本
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国民のための遥かに優れた選択肢を提供するための誠実な試みであった。
しかし、鈴木はこの企てを日本だけへ向けたものではなくて、西洋へも向
けた。日本が軍事主義に覆われ、そして西洋が物質主義に覆われていると
いうことを信じ、
［新たな］理想化された宗教心を国家———または世界ま
で———の［目指すべき］理想として提案した。」）
大拙のそのような立場は『宗教経験の事実』（1943 年・昭和 18）にも、次の
ように明言されている。
「八紘為宇」を、政治的に、帝国主義的に、また所謂る個人主義的に解し
て、それでわが日本の国柄の土台及びその行動を規定せんとする人々ほど
危険な思想の所有者はない。彼等は二元論者である。……［省略］……此
の精神［「自然に随順する」という東洋の民族精神］の正当な宣揚とは、只々
の「随順」主義でなく、
「随順」と共に、西洋的・科学的理智と批判とを兼
備したものとの義である。
（鈴木、
『宗教経験の事実』、1943、1969：81）
（小
川、2008：219 参照。引用内の補足されたブラケットは小川による）109
現代の、そして日本の外部の目から見れば、
『日本的霊性』が独善的な日本至
上主義と見えることには、無理からぬところもある。だが、さきに述べた、大
拙に一貫する「損な二枚舌」の立場を思い出してほしい。同じ大拙の著述でも、
西洋向けに英文で書いたものと国内向けに日本語で書いたものでは、
「日本」に
ついての語り方に、かたや理想化、かたや批判という、はっきりした対比が一
貫してあった。
『日本的霊性』はむろん後者の書物であり、しかも、敗戦間際の、
閉ざされ追い詰められた時代状況のなか、Maraldo のいうように、理不尽な検閲
制度を警戒しながら書かれた著述である。上に引いた古田の回想から推察する
に、戦争終結の運動に関わった大拙の意図は、博愛や平和といった普遍的理念
にもとづく絶対的な反戦主義ではなく、
「ヨハンセン」の人々と同じく、
「日本」
という国の滅亡の回避と「伝統的な日本国家の維持」のための現実的判断にあ

109

小川によると、この文書は、
「1943 年初版の文で、戦後の再版ではより一般論的内容に

書き換えられている」
（2008：219）
。
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ったように思われる。そのような時代背景とそのような大拙の立場を考えれば、
、
『日本的霊性』に見える理想化された「日本」は、ほんとうならそうであるは
、
ずの「日本」であり、それは日本人にとって失ってはならぬもの———しかし、
現に失われようとしているもの———の切実な提示であり、そして、それを破
滅に導こうとするものへの批判でもあったと看るべきものではなかろうか。少
なくとも、太平洋戦争の前に西洋向けのアピールとして書かれた『Zen Buddhism
and Its Influence on Japanese Culture』と敗戦の直前に亡国の危機感をいだきつつ
国内向けに書かれた『日本的霊性』、その両書を Faure のように単純に一くくり
に扱うことはできないであろう。
敗戦
1945 年（昭和 20）8 月 15 日、ついに戦争が終わった。
Historical day. The Emperor himself proclaimed through radio the cessation of the
war by accepting the Potsdam decision. The meaningless war has thus
dramatically [been] brought to an end.（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries V.
1943 to 1945』、2009：101）
（「歴史的な日だ。天皇本人がポツダム宣言受諾
による戦争終結をラジオで宣言した。このように、あの無意味な戦争が劇
的に終末に至った。」）

敗戦は、大拙にとっては、敗北ではなく、最も恐れていた事態の回避であり、
それまで封じられていた活動の再開の機会であった。吉田茂が日本を代表する
立場となったことも、大拙にとっては有利であった。国内にむけての日本の民
族性批判と本来あるべき「霊性的日本」建設の訴え、そして、西洋への英文に
よる「日本＝禅」の発信、その双方を大拙は堰を切ったように再開する。大拙
は牧野への手紙で次のように書いている。
日本人の理智性に欠けたどころを挙げなくてはならぬと思ふ、吾等には余
りに感傷性が強い、少年「愛国者」の自刃など其最も好適例である、又一
つは国民各単位の間に於ける横の連結的責任感の欠乏である（大拙、
『補遺』、
2003：87）
138

第 4 章———大谷大学時代～敗戦まで

また、雑誌『談論』
（1946 年第 1 巻第 2 号、頁 35–36）の「ヒットラーの二重
人格」（SDZ33：86–91 に収録されている）では、ナチスドイツによる「四百五
十万と云ふユダヤ人の血が東欧の土を塗つたの」に対して、日本の有罪を認め
て、「日本もこれに負けない残酷を隣邦人に加へた」といっている（鈴木、『論
考四———一九四五–一九五一』、2002：89]。雑誌『丁酉倫理』（1946 年第 524
号、頁 48–52）の「残虐性と教育」
（『東洋と西洋』の一部として SDZ21：242–48
に収録されている）にも次のように見える。
今度の戦争で敗けたから、国民の酷いところが暴露せられて、善いところ
美しいところが隠れてしまつたと云ふわけはない。近年軍閥のみが威張り
出してからと云ふものは、日本民族の短処のみが著しく強調せられて来た。
封建性は固より善くなかつたと云つても、善いところも亦あつたのである。
その善いところで何百年も存続して来た。さうしてそれが亡びると共に、
善いところも亦忘れられるやうになつた。……［省略］……今日、中華民
国の人々、アメリカ・イギリスの人々が吾等に対する態度を見ると、古武
士の風貌である。吾等日本国民としては、たとひ今日如何なる悲運に際会
し、あらゆる困苦を経験しても、かの国の人々に感謝すべきである。
（鈴木、
1948、1969：243–44）
戦後、建設に着手した松ヶ岡文庫についても、当初は研究機関にとどまらず、
「仏教的政治結社」による社会運動の拠点とするということを考えたこともあ
ったようである。

文庫の仕事は純粋に学問的なるものを択びたいと思ふが、時勢の動きと金
の集まり次第で、きめて行つてもよからう……［省略］……宗団に頼らな
い独立の仏教的運動である、わしは仏教的政治結社のやうなものをこしら
へて、政界廓清の運動をもやつたら如何と思ふ、主として印刷物によるも
のである、独立の立場で評論をやる仏教家がないと、仏教も社会に力を持
．．
ち得ない、僧侶では悉く駄目だ、居士に限る、君の向上舎でも単なる個人
的信念の涵養と云ふことでなく、信念の力を社会全体の上に及ぼすことに
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しなくてはならぬ、それには言論出版に由るより外ない……［省略］……
兎に角、僧侶によらぬ、居士を主体としたものがほしい、面白い世界が出
来たので、是からの仕事はやり甲斐がある（鈴木、
『書簡二———一九四〇
–一九五三』、2003：128）
第 3 章の学習院時代のところで見た、雑誌『新仏教』の編者、新仏教同志会
の綱領を思い起こさせる書き振りである。伝統教団から離れて現実社会の変革
をめざす明治新仏教の精神が、ここに息を吹き返しているようである。
いっぽう大拙は「吉田茂様の御同情により」（鈴木、『書簡追補、2003：88』、
また英国人学者 R. H. Blyth レジナルド・ブライスの助力を得て、日本の文化を
占領軍の間に知らせるための雑誌『Cultural East』を発刊する。Blyth は、「学習
院に勤務致居候、連合軍との関係もよろしく候」ために（鈴木、『書簡追補』、
2003：88）、この仕事にうってつけであった。雑誌自体は資金などの問題から、
2 号で停刊になってしまったが、英文による「日本＝禅」の発信という事業の再
開を示すものであった。その間の経緯を、古田は後年次のように回想している。
その後『カルチュラル・イースト』という英文雑誌を、外務省から若干の
補助をうけ、財団法人松ヶ岡文庫より出すことになりました。これはその
当時吉田茂さんが外務大臣でございまして、先生は牧野伸顕さんと大変昵
懇であったこともあり、牧野さんの娘婿が吉田茂さんでした関係上からで
しょうか、吉田さんとは大変深い交誼をお持ちになっていて、そうしたこ
とからそれが実現したのであります。その刊行は資金面に、その他の事情
が重なり残念ながら第二号で廃刊になりました。その点、
『イースタン・ブ
ッディスト』は今に続いていて、先生の発意が継続されているわけであり
ます。……［省略］……
『カルチュラル・イースト』は、戦後の日本文化を紹介するためには、
民間でそれがなされることが最も望ましいことであったらしく、たしか四
十万円、吉田さんの鶴のひと声でいただいたのであります。この雑誌は進
駐軍の特定の宿泊地となっていた東京の帝国ホテル、横浜のニューグラン
ドホテルなどで売られました。ここで詳しくその内容に亘って申しません
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が、先生とかねて昵懇であったＲ・Ｈ・ブライスさんが京城大学から引き
上げられて、戦争中は敵国人の収容所のような所に入っていられ、一時は
神戸に住んでいたようですが、先生を頼って鎌倉においでになって、先生
から依嘱を受けられてその雑誌の編集委員になってくださいました。この
ブライスさんがこの後に学習院との関係をもたれることになったのは、当
時院長であった山梨勝之進氏と先生との間にあって、先生があっせんされ
たことに基づくのであります。ブライスさんは坐禅の修業もした方で、禅
と川柳、俳句などについての著書もあります。ブライスさんは後に宮内庁
に関係をもたれ、皇太子の英語のご教育にも携わられたはずであります。
（古田、1999：36–37）

大拙にはアメリカ軍による占領に対する不安や警戒がまったく見られないが、
アメリカの対日政策に対する楽観は「ヨハンセン」の人々が戦争中からもちつ
づけていたものであった（ダワー［上巻］、1981：261）。

『仏教の大意』
敗戦の翌年、1946 年（昭和 21）の 4 月、大拙は昭和天皇への「講演」を行っ
た。「講演」は 2 日にわたって行われ、23 日の第 1 講は認識論的な「大智」、24
日の第 2 講は存在論的な「大悲」が主題であった。この講義が実現した経緯は
今のところ明らかでないが、のちにその内容をまとめて書物としたのが、
『仏教
の大意』にほかならない（SDZ7：1–79 に収録されている）。
この書物はその年の内のうちにまず英文の書物『The Essence of Buddhism』
（1946；The Buddhist Society）として出版され、翌年、和文の『仏教の大意』が
刊行された（鈴木、
『仏教の大意』、1947、1968）。しかし、大拙は自ら満足でき
ぬ点があり、1948 年（昭和 23）に英文の補訂版を出している。
第 1 講「大智」は宗教の定義から始まる。
「資本家や官僚はそれを使つて群衆
を自分等の意志のままに盲動せしめる」という者もあるが、そのような宗教は、
本当の宗教ではない（1947 年版和文［SDZ7］頁 7／1948 年版英文頁 3）、宗教は、
「信仰［＝無分別］と知識［＝分別］」が一つになるところにある、という（和
文頁 21／英文頁 24）。
また、
「業」
（「カルマ」）について、
「業は人間のみある」ので、人間にしか業
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の束縛を自覚することはできないと説く。業の束縛は必然なものであるから、
人間の「倫理的行動」も不可避なものであるというのである（27／31）。大拙に
よれば「人間は業そのもので、さうしてその事実に対する自覚を持つてゐると
ころに苦しみがある」。しかし、
「苦を避けるのは人間らしくない」。
「苦」
「業」、
すなわち「倫理的行為」
「責任なるもの」を「背負」わなければ、人間としての
「特権」を満たせない（28／32）。「業を離れて離れずであるから、即非の境地
は決して人間を人間世界以外に放逐するものではありません。」（この箇所は英
語の方が分かりやすいと思われるので、それも引用する：
「The heart, as soon as it
attains the state of no-Karma, comes back to itself and begins to feel every suffering
characteristically belonging to human nature.」）（32／35）。
かくして、大拙は、宗教における倫理・道徳の重要性を強調する。和文と英
文とは異なる部分があるので、比較とために両方を引用することにする。特に
英文の長さに注目してほしい。
業は因果の義で、因果が仏教道徳の基礎だと云ふのに、その因果を撥無す
れば、どうなるのか自然界は物理的因果で成立するが、それがないと云ふ
ことにすれば、世間は闇だ、人間界も道徳無しには考えられないではない
か
The doctrine of Karma is, according to Buddhism, the doctrine of the moral law
of causation, meaning a moral order in human society. The physical world
collapses when causation is taken away. So with the moral world, it requires that
good deeds add to the happiness of the whole community, including the individual
agent himself, whereas bad deeds detract so much from it, and hurt the other
people in every possible way.（34／38）
措辞の上では百丈の「不落因果」
「不昧因果」の話をふまえているが、その思
考としては、かの「ひじ、外に曲がらず」の直観を現実社会の問題にあてはめ
たもののように思われる。
第 2 講「大智」は「宗教」をより存在論的な立場から語る。
「信仰」と「知識」
という宗教が法身にたとえられ、それが「大悲」と「智慧」の二面から出来て
いることが論じられる（44／50）。そして、華厳の事事無礙の教義を援用しつつ、
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主体と客体の間の動的な関係が語られ、その関係の活発性が実に「大悲心」
「Great
Compassionate Heart」に由来するのだと説かれる。「華厳の事事無礙法界を動か
してゐる力は大悲心に外ならぬのです」（58／68）。かつて『大乗仏教概論』に
説かれた「意志をもつ法身」という考えがここに再現されているようではある
まいか。
事事無礙の論理は現実社会の問題にも適用され、いかにも戦後らしい次のよ
うな説明も見える。

集団活動を一般に云ふ国家なるものに止めて見ると、その中に自ら各種の
階級を生じます。例へば資本主義と労働者とか、プルジョアとプロレタリ
アとか云ふものが、集団活動の生産面に現われます。これは対抗して喧嘩
すべきものでなくて、相互に協調して行くべきものであること云ふまでも
ないのである。一方で他方を押へようと云ふのは階級我の横暴です。……
［省略］……何れも自由と平等の二大原則によりて支配せられなければな
りませぬ。（76–77／90）

そして、最後のところに、大拙が長年の持論であった「国家主義」への批判
がもう一度表われる。
、
国家我も我執の一種です。我の在るとことには必ず戦闘があります。それ
、
はなぜかと云ふに、我と云ふ甲殻の中に閉ぢ込められて、外界を知らない
ものには、いつも一種の猜疑・恐怖の念があります、さうしてそれと同時
に自分に対しては相当以上の評価をしようとする自惚れがあるものです。
（77／［英文には無い］）
そして本書は、次のように結ばれる。
趙州従諗はまた唐代の大禅者であるが、其人に左の如き問答がある。崔朗
中と云ふ高官の人が尋ねた、
「あなたのやうな大善知識で地獄へ堕ちるやうなことがありませうか。」
、、、、 は ひ
「それはある、自分はまつさきに這入る」と、趙州は答へた。
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「どうしてさういふ事がありませうか。」
「自分が這入らなかつたら、あなたに御目にかかるわけには行かないの
だ。」
又或る時老婆が尋ねた、
「女人は五障の身だと申しますが、それはどうして免かれられませう
か。」
「誰もかれも皆極楽へ行つてくれ、わしだけはいつまでも苦海にゐたい
ものです。」
これが趙州の答であつた。禅者の大悲心にはまた独特の風調があると云
つてよいと思ひます。何れにしても大悲心が覿面に認得せられない限り法
しやうごん

界の風光は望まれません。
「地に平和、天に栄光」と申します。浄土の 荘 厳

と同じく何れも大悲心の発露に外ありません。今後の世界を救ふものは、
この大悲心なのです。さうして大悲はまた大智でなくてはなりません。
（78
／91）110

110

この一節は語学的な誤読を含んでいるが、それだけに却って大拙自身の思いをよく示し

ている。小川（2008）にいう、
「二つめの問答の趙州最後の一句は、原文では『願一切人生
天、願婆婆永沈苦海———願わくは一切人の天に生ぜんことを、願わくは婆婆の永く苦海
に沈まんことを』となっている。
『女人は五障の身』とは、自分が自分にはめた観念のワク
にすぎぬ。そんなものに安住しておりたければ、いつまでもそうしておるがよい、そう突
き放したというのが原義である。だが、大拙はこれを、趙州が老婆になりかわっての言葉
ととり、一切衆生の苦を己れ一身に引き受けようとする『大悲』の言葉と解している。む
ろんこれは、語学的には誤訳である。しかし、これを誤訳といって済ませられるかどうか。」
（225）
。大拙の解釈を説明するにあたって、小川は「趙州が老婆になりかわって」という
語を添えているが、大拙がそのような読み替えを行っていることは、大拙自身の英訳では
いっそう明らかである：
「...may I this old woman be forever drowned in the ocean of suffering」
（
「この婆婆であるわしは、永遠に苦の大海に溺れればよい」）
（Suzuki、1948：91）
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戦

後

1945 年・昭和 10（75 歳）～1966 年・昭和 41（96 歳）

1930 年代が英文による欧米への発信の時代、1940 年代が日本語による禅思想
の深化の時代だったとすれば、1950 年代は再び英文による外向きの発信の時代
であったと言うことができる。1949 年（昭和 24）から 1958 年（昭和 33）まで
———なんと 79 歳の年から 88 歳の年まで———の約九年間は、短期の帰国を
除いて、ほとんどの期間をアメリカでの講議と著述のうちに過ごした。この間、
かの『Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture』を大幅に増補して 1955
年（昭和 30）『Zen and Japanese Culture』を出版して米国に熱狂的な Zen ブーム
を巻き起こし、1957 年（昭和 32）にはメキシコの学会に赴いて、その成果を 1960
年（昭和 35）、Erich Fromn らとの共著『Zen Buddhism and Psychoanalysis』（「禅
と精神分析」）として刊行している。
戦争が終わった後も、吉田や宮中の関係者など、戦前からの知り合いとの関
わりはつづいていたが111、有力な支援者であった Crane も、最愛の妻であり信頼
できる英文の校正者でもあった Beatrice も、そして、少年時代からの心友、西田
や山本も、すでに世を去っていた。
しかし、1947 年（昭和 22）3 月、極東国際軍事裁判所に勤めていた Richard De
Martino リチャード・デ・マルチーノ（1922–2013）と出逢ったことで、大拙に
とっての新しい時代が始まった。De Martino は、大拙の友人であったハワイ大学
の Charles A. Moore 教授から、大拙のことを聞いていた。日本滞在中、Moore 教
授からの挨拶のことばを大拙に伝えたかったが、なかなかその機会を得られな
かった（DeMartino、1967：69–70）。しかし、ある偶然から、De Martino はつい
に大拙と運命的な出逢いを果たした。彼の名が大拙の日記に見えるのは 1947 年
（昭和 22）
4 月 14 日であるが（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VI. 1946 to 1949』、
2010：39）、De Martino の回想によれば、初めての面会は 3 月上旬の「ある月曜
日」であったという（DeMartino、1967：72）。
111

例えば、1951 年 8 月 6 日、吉田の宴会に出席したり（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries

IV. 1950 to 1951』
、2008：65）
、1952 年 9 月 12 日に皇太子と海軍の代表と夕食を取ったりす
る（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries IX. 1952 to 1953』
、2013：25）
。
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De Martino を大拙のもとにつれて行ったのは、その後アメリカ居士 ZEN の普
及に大いに成功した Phillip Kapleau フィリップ・カプロー（1912–2004；
『The Three
Pillars of Zen』［1965］の著者）であった。当時、すでに極東国際軍事裁判や巣
鴨刑務所（上に述べてある、Karlfried Graf Dürckheim を含む）に関係していた幾
人もの外国の知識人たちが、大拙の戦前の著述や有力者との関係のことを知り、
大拙のもとを訪れるようになっていた。Kapleau もその一人で、彼は当時、法廷
記者として軍事裁判に勤めていたが、彼は De Martino が大拙の名を知っている
とは思わぬまま、ただ面白い人に会わせるからと、De Martino を大拙のもとにつ
れていったのであった。
これを機に De Martino は大拙から教えを受け、その代わりに優秀な文書編集
能力を提供することとなった。Beatrice が亡くなってから 7 年以上の時をへて、
大拙はようやく信頼にたえる英文の校正者を得た（もちろん前述の R.H. Blyth
もいたが、Blyth は、自分の仕事で忙しく、De Martino ほど身近で手伝うことは
できなかった）。
いっぽう、大拙の有力な支援者であった C.R. Crane は 1939 年（昭和 14）に亡
くなっていたが、戦後、その一族との関係も再びよみがえった。C.R. Crane の甥
Cornelius コーネリアス（1905–1962）から強力な援助が得られるようになったの
である。
Cornelius は、その大金持ちの一族に生まれて、まるでハリウッド映画の主人
公のような人生を送り、ニューヨークの知識者や有名人の知り合いが少なくな
かった112。Cornelius は、24 歳の時、家族から贈られた自分のヨットで「Chicago
Field Museum」博物館のスタッフをともなって、ニュー・ギニアやその他太平洋
諸国での研究旅行を行っている（Webb、1997：103)。おじの C.R. Crane ゆずり
であろうか、Cornelius の異文化への関心と支援の意識は、大拙との縁を重んず
る気持ちと強くむすびついていたのではなかろうか。
Cornelius は、1954 年（昭和 29）に日本人 Mine Sawahata（ミネ・サワハタ）
と再婚しているが（Christy、1975）、その前は、娘一人をもつ、日本語で言う「バ
ツイチ」の女性 Cathalene Bernatschke と結婚していた。彼女とは 1940 年（昭和
112

余談だが、有名な俳優・コメディアン Cornelius Crane 「Chevy」 Chase ［1943 年生ま

れ；1980 年の『Caddyshack（ボールズ・ボールズ）
』や 1983 年の『Nation Lampoon’s Holiday
（ホリデーロード 4000 キロ）
』に主演］は、Cornelius の養女の息子に当たる。
146

第 5 章———戦 後

15）に離婚したが、その後も友人関係を保ち、二人でいっしょに大拙に会うこ
ともしばしばあった113。Cornelius と Bernatschke を介して、大拙は、いわゆる「ネ
オ・フロイト主義」精神分析学者として著名な Karen Horney カレン・ホーナイ
（1885–1952）とも知り合った。De Martino によると、Horney は 1930 年代半ば
から患者としての Cornelius と関わっていたが、Horney を大拙に紹介したのは前
妻 Bernatschke であったという（DeMartino、『Karen Horney, Daisetz T. Suzuki, and
Zen Buddhism』、1991：267)114。
1948 年（昭和 23）11 月 21 日、養子 Alan と池真理子が結婚し円覚寺方丈で挙
式したが（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries VI. 1946 to 1949』、2010：91)、1952
年（昭和 27）には離婚の話が始まる。この時期、大拙はよく、Alan、真理子と
その赤ん坊マヤコと会っている（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries IX. 1952 to
1953』、2013：23）。この時期の資料が少ないのは残念なことだが、Alan 自身は
なかなか面白い人生を送ったようだ。2013 年の「Clear Asahi」ビールの CM で
も流れていた戦後の大ヒット曲「Tokyo Boogie Woogie」の作詞家「鈴木勝」は
実にこの Alan にほかならない（Stanford University、日付なし）115。
1949 年（昭和 24）6 月 16 日、大拙は羽田から出発してハワイイへ向った。第
二回の East-West Philosophers’ Conference に参加し、その後しばらくの間ハワイ
イにとどまって同年 9 月から翌 1950 年（昭和 25）2 月までハワイイ大学で特別
講座を行った。その留守の間に、日本では、大拙に第八回文化勲章が授与され
ていた（大拙の知り合いで武蔵野女子大学の創設者でもあった高楠順次郎
［1866–1945］も 1944 年にそれを受賞している）。
その後、大拙は、日本に帰らず、そのままアメリカ本土に渡り、Crane 一族や
Rockefeller Foundation から支援を受けて、「Oriental Culture and Thought」（「東洋
的な文化と思想」）をテーマとして、Princeton、Columbia、Harvard、Yale など、
アメリカの一流大学で講座をつづけた。この間、1950 年（昭和 25）11 月 5 日に
113

例えば、1951 年 1 月 30 日（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries IV. 1950 to 1951』、2008：

44）
。
114

大拙の Horney への影響については、Westkott（1998）を参考せよ。

115

アランと池真理子、
「東京ブギウギ」のことなどについては、林田久美野『大叔父鈴木

大拙からの手紙』
（法蔵館、1995：64–67）参照。
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は Russell の演説「The Ferment of Asia」（「「アジアにおける動揺［・政治的な混
乱］」）を聴きに行っている。
1951 年（昭和 26）から 1957 年（昭和 32）の間、Cornelius と Rockefeller Foundation
の支援を得て（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries IX. 1952 to 1953』、2013：9）116、
主に Columbia 大学を中心に講義を行い、アメリカで自らの禅や霊性観を広める
努力をたゆまずつづけた。ニューヨーク滞在中の休日には、例えば、1951 年（昭
和 26）2 月 17 日のように、Cornelius がよく大拙や他の友人たちをつれて Ipswich
（マサチューセッツ州）にあるプライベート・ビーチ付きの壮大な別荘に遊び
に行くようなこともあった（鈴木、
『D.T. Suzuki's English Diaries IV. 1950 to 1951』、
2008：46）。（Cornelius の没後、未亡人ミネはその 700 エーカーの土地を自然保
護区として町に寄付している［The Trustees of Reservations 2002］）。
正確な日にちは確かめられないが、この頃、大拙は、その後、終生の大きな
支えとなる一人の少女と出逢う。当時まだ 15 才であった岡村美穂子である。1951
年（昭和 26）3 月、おそらくは 8 日、二人はニューヨークで初めて言葉を交わ
した117。彼女の名が大拙の日記に初めて現われるのは、1952 年（昭和 27）5 月
2 日、彼女の誕生祝いの「red rice」（「赤飯」）が彼女によって届けられた日であ
る（鈴木、『D.T. Suzuki's English Diaries IX. 1952 to 1953』、2013：11）。その後、
1953 年（昭和 28）3 月 30 日、大拙は岡村を連れて Cornelius の別荘に行き、ま
た、大拙が息を引き取るその日まで、彼女は大拙に寄り添い、支え続けたので
あった。
1952 年（昭和 27）4 月 28 日、サンフランシスコ平和条約が成立し、連合国は
日本国の主権回復を承認した。しかし、国際関係のなかで日本はまだまだ多く
の課題をかかえており、大拙はそれを心配しながら見守っていた。被爆の記憶
がまだ生々しく残る 1954 年（昭和 29）3 月 1 日、「第五福竜丸事件」が起こっ
た。南太平洋マーシャル諸島ビキニ環礁での米国の水爆実験により、日本の漁

116

「It is generally known among my friends that Mr. Crane has been sponsoring my stay in the

United States...」
（鈴木、
『書簡三———一九五四–一九五七』、2003：560）
（
「わしの友人に間
には、クレーン氏がわしの米国での滞在を後援していたことが広く知られている……」
）
117

『真人———鈴木大拙』
（1986：142–49）では、その著者岩倉との対談で岡村が大拙と

の初対面について述べている。2008 年の岡村と上田閑照との共作『大拙の風景———鈴木
大拙とは誰か』
（燈影舎）をも参照せよ。
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船の 23 人が多量の放射性物質を浴び、半年後、無線長の久保山愛吉が急性放射
能症で死亡したのである118。
この件をうけて同年 4 月 23 日、大拙は怒りに満ちた手紙を、当時の人気雑誌
『Life』の編集者に送っている。大拙が憤ったのは、
『Life』誌に次のような言葉
を見たからであった、「After Hiroshima, Japanese physicists wired congratulations to
Oppenheimer」（鈴木、『書簡三———一九五四–一九五七』、2003：28）（「ヒロシ
マの後、日本人の物理学者がオッペンハイマーに祝電を打った」）。大拙はこの
ことばに激怒し、この物理学者が誰なのか、またその言葉がいつ送られたのか
を知らせよと要求した。大拙はその日本人物理学者の実在をなかば疑問視しな
がらも、その人物を次のように厳しく非難している。
How could the Japanese phsycists be so inhuman as to congratulate Oppenheimer
on destroying so many lives of their compatriots? Physicists are “specialists,” but
they are also human beings. Then how could they be so irrational and amoral as to
be pleased with the indiscriminate massacre of their own countrymen, women,
and children? Their behavior is beyond my comprehension...（鈴木、『書簡三
———一九五四–一九五七』、2003：28–29）（「その日本人物理学者が、自
分の同胞たちの命をあれほど破壊したオッペンハイマーを祝ったとは、い
ったいどうやってそんな非人間的なことができるのだろうか？ 物理学者
は「専門家」であるが、かれは同時にまた「人間」でもある。自分の国民
同士、女性、子供などが無差別に虐殺されたこと、それをどうして非合理
的に、無道徳に、それを喜べるのか？ そのような行動は自分の想像を超
える。」）
DeMartino や岡村の助力を得られるようになった大拙は、70 代、80 代、そし
て 90 代になっても、英語と日本語で多数の著述を精力的に生み出していった。
そのなかで今日まで最も大きな影響力を発揮してきたのは、なんといっても、
1955 年（昭和 30）刊行の『Zen and Japanese Culture』であろう。この書物の誕生

118

Dower（1979、1988）
、472 頁で「第五福竜丸事件」とその吉田茂との関係が述べられて

いる。
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の経緯や刊行後の影響については、すでに引いた Jaffe 論文に詳しい。Jaffe 論文
はいう、
『禅と日本文化』の刊行のタイミングは、絶好なものであった。この書
物は、大拙の名声が、欧米で戦後、頂点に達するのと時を同じくして、書
店の店頭に現れた。一九五〇年代の終わりまでに、Zen は、主として大拙
のさまざまな講演と出版のおかげで、知的な流行となっていた。その影響
は、アーノルド・トインビー、オルダス・ハクスリー、カレン・ホーニー、
J・D・サリンジャー、ジョン・ケージ、ディジー・ガレスピー、そうした
著名な知識人やアーティストたちの上に見出される。一九五七年には、高
名な音楽評論家であるウィンスロップ・サージャント（1903―1986）が、
グレート・シンプリシティ

『ニューヨーカー』誌に「 大

拙 」なる一文を寄せ、大拙の半生、米

国での教説、そして高まる禅の人気について、詳しくかつ好意的に紹介し
ている。また翌年の夏には文芸誌『シカゴ・レヴュー』が「Zen」特集号を
組み、大拙訳の『臨済録』に加えて、久松真一、ジャック・ケルアック、
ゲイリー・シュナイダー、フィリップ・ワレン、アラン・ワッツらの文章
を掲載した〔アラン・ワッツの文章は増補と改訂ののち、阿部正雄訳「ビ
ート禅とスクエア禅と禅」として、講座禅第七巻『禅の古典―日本』、収録。
筑摩書房、一九六八年〕。
かくして Zen ブームが最高潮に達したことで、
『禅と日本文化』は、必然
的に広範な注目を集めることなった。「知識ある、鋭敏な、すべての大人」
のための――そんな広告がぴったりくる時代であった。グリニッジ・ヴィ
レッジのある書店主は、そのさまをこう書きとめている。「ここでは、Zen
という名のついた本なら、あいかわらず何でも飛ぶように売れる。
『禅への
道 The Way to Zen』
『禅仏教 Zen Buddhism』
『仏教禅 Buddhism Zen』
『禅の道
The Way of Zen』
『禅と日本文化 Zen and Japanese Culture』
『禅の肉骨 Zen Flesh,
Zen Bones』、等々」と。一般誌も、学術誌も、こぞって大拙の本の書評を
載せた。そこには『ニューヨーク・タイムズ』『ネイション』から、『バー
リントン・レヴュー』のような文芸誌、さらには『アルティブス・アシア
エ』『ハーヴァード・ジャーナル・オヴ・アジアティック・スタディーズ』
のような学術誌までもが名を連ねていた。書評の多くは肯定的で、ある評
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者は大拙がこの「記念碑的な」一書を生み出したことを絶賛し、
「（大拙の）
禅理解の達成度を示す最良の要約である。本書があらゆる禅の要素に息を
吹き込みつつ、独自の日本文化形成のうえでそれが一貫してはたしてきた
役割を明らかにするのを読むのは、実に面白い」と述べている。むろん、
旧版の際と同じく、本書の刊行時にも、大拙の書物に対する批判はあった。
（ジャフィー、2014：100–01）
（原文：Suzuki、
『Zen and Japanese Culture』、
2010：xvii–xviii)
「序論」の冒頭に引いたキーン教授の回想は、まさにこの頃のことを記した
ものであった。独自の魅力と価値をもつ「日本」というイメージを西洋に認め
させるという、かのシカゴ会議以来の悲願が、ついに達成されたとも言えるで
あろう。大戦後、敗戦国となった「日本」にとって、その悲願の切実さは、不
平等条約に苦しむ明治日本におけるそれに勝るとも劣らぬものであったはずで
ある。
しかし、大拙は戦後の英文著作に必ずしも満足ではなかったらしい。例えば、
1949 年（昭和 24）の『Living by Zen』
（小堀宗柏訳：
『禅による生活』）について
は、「I have many things in the book I would like to change altogether」（鈴木、『書簡
四———一九五八–一九六六』、2003：286）
（「その本には、完全に変えたいとこ
ろが多い」）といってその後再版しなくても構わないといっているし119、1957 年
（昭和 32）の『Mysticism: Christian and Buddhist』（坂東性純・清水守拙訳：『神
秘主義：キリスト教と仏教』）に至っては、
「Mysticism is one of the worst books I ever
wrote, because it was finished while I was suffering badly from pernicious anemia」
（鈴
木、
『書簡四———一九五八–一九六六』、2003：305）
（「わしの書いた本の中で、
『神秘主義』がそのもっとも悪いやつの一冊だ。それを完成させようとしてい
た時、悪性貧血で大変に苦しんでいた」）とさえ述べている。
それらの英文著作のどういう点に不満であったかは、わからない。今日それ
らを読んで美点を感ずる人も、決して少なくはないと思われる。もしかすると
大拙の不満は、書物そのものの出来よりも、それらの受け取られ方のほうに起
因していたかも知れない。1958 年（昭和 33）7 月 7 日、Ernest Brooks への手紙

119

1961 年 8 月 20 日の Yorke という人への手紙から。
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の中で、禅に対する誤解のひろがりとそれに対する自身の責任について次のよ
うに書いている。
After talking with friends and reading a number of articles on Zen recently
written by scholars and critics, I feel that Zen is to be treated more systematically
and comprehensively than I have hitherto done. Almost all of the Western and
Eastern writers on Zen miss the most essential and vital point in Zen. Their
interpretations and arguments are altogether wrongly directed and altogether off
the mark. This unfortunate circumstance is, I believe, partly due to my writings
not having covered all the field Zen proposes to deal with. In fact, the more I
write on Zen the more Zen is liable to be misunderstood. But I must do everything
in my power as far as writing is concerned to correct this situation.（鈴木、
『書簡
四———一九五八–一九六六』、2003：68–69）（「友人と話したり、学者や
評論家が最近書いた禅に関する論文を幾分読んだりした結果、今までの私
のやり方よりも禅はもっと体系的・総合的に扱われるべきだと思うように
なりました。禅について書いている殆ど全ての西洋人・東洋人は、禅の最
も本質的で重要な部分を誤解しています。彼等の解釈や議論は全て誤った
方向にあり的外れです。この不幸な現状の責任の一端は、私が書いたもの
が禅の扱うもの全てを網羅してこなかったことにあるかと思います。実の
ところ、私が書けば書くほど禅はより誤解されやすくなってしまいます。
しかし私は力の及ぶ限り執筆することでこの状況を何としても正さねば
なりません。」
（島津恵正訳）
（鈴木、
『鈴木大拙英訳「碧巌録」関係資料』、
2013：117）120
1958 年（昭和 33）、88 歳の年、大拙はようやく帰国し、1966 年（昭和 41）に
世を去るまで、北鎌倉の松ヶ岡文庫で過ごしながら、なおも旺盛な著述と講義・
講演の活動をつづけた。インドやアメリカにも講演に赴いた。
しかし自分の影響がひろまるのに比例するように禅に対する誤解がひろがっ
120

大拙の最晩年の仕事については、大拙の死後に出版された断片的な選訳、
『The Hekigan

Roku (Pi-yen Lu) 碧巌録』
（Suzuki、2012）に見える本論考の著者による序文（頁 xiv–xxi）
を参考せよ。その訳は鈴木『鈴木大拙英訳「碧巌録」関係資料』
（2013：114–21）に見える。
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てゆくことに、大拙は心を痛めていた。外国人による（自身から見ての）誤解
だけでなく、日本からの誤った発信にも、大拙は危機感を深めていた。1964 年
（昭和 39）2 月 21 日、DeMartino への手紙では次のようにいう。
As to corruption, Japanese Zen is also on the verge of it, and we can’t be too
careful in selecting of a good teacher. What might be called psychological Zen
(Koji Sato and group, Ishiguro, Yasutani, and so on) is not Zen. I met Yasutani,
but he has no philsosophy. The initial experience, i.e. satori, is most important,
therefore. And philosophical reflections are not to be neglected or set aside in the
understanding of Zen, for they are to be included in Zen proper.（鈴木『書簡四
———一九五八–一九六六』、2003：351–52）（「腐敗のことだが、日本禅も
その寸前にあるので、指導者の選択には、用心するに越したことはない。
「心理禅」121と称するようもの（つまり、佐藤幸治とその仲間、石黒［法
竜？］、安谷［白雲］などによるもの）は、禅ではない。要するに、その
最初の段階の体験———つまり、悟り———が最も大切なのだ。ただし、
禅の理解のためには、哲学的な内省を、軽視したり、横に置いたりしては
いけない。そのような哲学的な内省は、禅そのものに属するからだ。
大拙にとってとりわけショックだったのは、1962 年（昭和 37）7 月 9 日に
Cornelius が、57 歳の若さで亡くなってしまったことであった。大拙は Cornelius
と一緒に「Zen Studies Society」
（仮：
「禅研究協会」）を設立していた。その副会
長 Bernard Phillips バーナード・フィリップスから訪米の誘いを受けたが、同年 9
月 15 日の Phillips への手紙で Cornelius の急死や自分の健康を理由に、それを断
っている（鈴木、
『書簡四———一九五八–一九六六』、2003：317）。10 月 18 日、
Yandell に宛てた手紙にも次のように書いている。
The sudden passing of Mr. Cornelius Crane puts me in a very a[w]kward position
and I am troubled to find the way to continue my present work which has been

121

『禅のすすめ』
（1964、講談社）をも著した佐藤幸治の『心理禅———東洋の知恵と西

洋の科学』
（1961、創元社）などを指しているであろう。
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carried on on the strength of Mr. Crane’s assurance of helping me financially.（鈴
木、『書簡四———一九五八–一九六六』、2003：318）（「Cornelius Crane 氏
の急死で私の位置が大変に難しくなってしまいました。現在の仕事をどの
ように続けられるかに関しては困っています。今までその仕事は、Crane
氏の支援によって出来ていたものだったのです。」）
Cornelius の死去が打撃だったのは、単なる経済的な支援の問題だけではない。
「Zen Studies Society」の会長であった Cornelius がいなくなってから、大拙はア
メリカで自分の考えるとおりの禅の普及を行う道を失おうとしていた。何人か
の人々に対する返信から推測するに、
「Zen Studies Society」の関係者が、何度も
大拙に安谷白雲のことをたずねていたらしい。大拙の文面からうかがうに、
「Zen
Studies Society」の人々がすでに安谷との関わりを持っていて、安谷の参加につ
いて遠回しに大拙の許可を求めようとしたようにも想像できる。第 1 章でもふ
れたように、大拙は、安谷その人を嫌っていたわけではないようだが、しかし、
その禅の指導しかたについては「his is not Zen」
（「かれのは、禅ではない」）とき
っぱり拒否している（鈴木、『書簡四———一九五八–一九六六』、2003：338）。
しかし、大拙のかくも明確な否定にもかかわらず、アメリカ側からの手紙は止
まず、大拙の批判は徐々に強くなっていった。1965 年（昭和 40）———つまり
逝去の前年———4 月 20 日の手紙で、大拙は、ついに次のように決定的に断言
した。
...as long as Dr. Phillips is connected with Yasutani san I would not like to see
him do anything further with the Society. I would rather see the Society dissolved
altogether than to have it transferred to the Yasutani group... I am afraid Yasutani
does not fully realize the harm he is doing. His handling of Zen is injurious to its
development in America. His way may lead his adherents even to mental
aberrations. And I strongly wish to keep him from having to do with the Society,
if possible.（鈴木、『書簡四———一九五八–一九六六』、2003：383–84）
（「Phillips 博士が安谷さんと関わっている限り、これ以上協会と関係させ
たくありません。協会は安谷たちに渡すよりも、解体した方が良いです。
……［中略］……安谷の場合、本人は自分のおかしている損害を十分に理
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解していないと思います。彼の禅の［指導の］仕方は、禅のアメリカでの
発展にとって有害です。かれのやり方は、弟子を精神病まで導くかもしれ
ない。出来れば、協会との関わりを強く拒否したい。」）122
しかし、大拙の最も良き理解者であり、かつ協会に対して最も強い発言力を
もつ Cornelius がいなくなったためでろうか、協会は大拙の意向に反し、名称な
どは変えぬまま、大拙の気に入らない安谷や嶋野栄道（1932–）を加えた新たな
協会を設立してしまった。大拙は同年 7 月 25 日、友人 Yandell に宛てた手紙に
おいて、沈痛な筆致で協会の終わりを嘆き、自分の命がのこり少ないことを予
見していたかのような別れのことばを書き記している。
It is too bad Dr. Phillips is too short-sighted as not to see what kind of personality
Shimano is and what kind of Zen Yasutani propagates. I hope the time will come
for Dr. Phillips to see all this before long... Thank you very much for all that you
have done for the Zen Studies Society and for me personally, though it failed to
bear the kind of fruit we desired. Too bad that I am growing older and feebler and
am not able to accomplish anything while there is yet so much I wish to carry out
before my end comes. The consolation is, however, that the masters, almost all of
them in the past, have complained of undesirable trends of thought and
movements among their contemporaries.（鈴木、
『書簡四———一九五八–一九
六六』、2003：386–87）（「Phillips 博士が近視眼的で、嶋野がどのような人
格を持っているか、そして安谷の広める禅がどのようなものなのかが見え
ていないのは本当に残念です。近いうちにかれがこれを分かってくれるの
を祈っています。……［中略］……あなたが禅研究協会のためにやった、
そして私個人のためにやってくれたことに、大変感謝しています———
［協会は］期待していた実を結ばなかったけれども。わが終焉までにした
いことが山ほど残っているのに、年を取り、貧弱になって行くので、なに
122

また 12 月 22 日に、
「your “new” Society」（「君の「新」協会」
）とは関係が持ちたくない

ので、「advisor」（「アドバイザー」）リストや教会のレターヘッドなどから自分の名前を
「immediately」
（
「速やかに」
）取り外すよう、大拙から Phillips に要求している（鈴木、
『書
簡四———一九五八–一九六六』
、2003：392）
。
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も成就できないのは本当に残念です。ただ慰めになるのは、過去の［禅］
師のほとんどが、やはり同時代人の間にあった望ましくない思潮や運動に
対して不満を言っていたということです。」）
そして、1966 年（昭和 41）6 月 11———死去のまさに 30 日前———大拙は
Yandell に最後のことばをこう書いた。
Perhaps, however, I would add that we human are complete in our incompleteness.
The human completeness consists is forever trying to realize the incomplete, and
in being conscious of the incompleteness and trying to bring it to completion. Life
is the eternal striving for perfection. Completion means death, however, and we
can never reach it. My warmest best wishes to you and Mrs. Yandell.（鈴木、
『書
簡四———一九五八–一九六六』、2003：401）（「しかし、一つ追加して言
えるかもしれないのは、我々人間は、自分たちの完成は［実に］その未完
成性こそにあるということです。人間の完成は、その未完成であることを
認めるように常に努力することにあるのです。そして、その未完成を認識
してそれを完成へ届かせるように努めることに。しかし、完成は死そのも
のなので、そこには永遠に達し得ません。私は、あなたと Yandell 夫人の
ご多幸をお祈りいたします。」）
この一ヵ月後の 7 月 11 日、大拙は東京聖路加病院に運ばれ、翌 12 日、腸間
膜動脈血栓症で永眠した。死の直前まで仕事の手は休められることはなく、死
後もなお新たな文章が雑誌に掲載されていった。悲願は「死」をもっては完成
せず、大拙は今もなお、英文と日文の多数の著述を通して、未完の努力の道を
永遠に歩みつづけているように思われてならない。
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付録

大拙の基本思想———晩年の随筆三篇に対する英訳と注解
Freedom / Emptiness / Right-now
「自由・空・只今」『心』（1962）15 巻 11 号、2–8 頁
SDZ20：230–40 収録
1

Firstly, I would like to speak a little about the word jiyū [自由, “freedom”]123 and its
original meaning.
The word jiyū is an original product of the Eastern way of thinking and cannot found in
Western thought. Even if it were there, it would surely be more a matter of coincidence.
At the time when Western thought was flowing in like an incoming tide, no words could
be found to translate “freedom” and “liberty.” So, the scholars of that time, after having
searched through a variety of classical works, selected the Buddhist term jiyū and
applied that as an equivalent. And, that is how it was decided that jiyū would come to
express “freedom” and “liberty” today.
There is no connotation of “jiyū” in the Western “liberty” and “freedom”; these only
refer to the idea of being set free from: passive [naturally arising] constraint or external
[authoritarian] control. They imply an element of negativity, and differ greatly with
Eastern-style jiyū.
The central aspect of jiyū [自由]—as is the case with the character glyphs—is the ji [自,
“self”]. There is no nuance of “repression” or “control” involved. Because jiyū operates
volitionally [自ら; “by its self,”] or naturally [自ずから; “on its own,”], it refers to
something that is impervious to external influence. There has never been the slightest
sense of political intent to jiyū. The very laws of nature and heaven—without any
123

All footnote content by the present translator. Unless otherwise noted, all square brackets are

mine; rounded are Suzuki’s.
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prescription from without; without any sanctions placed on them—working simply as
they do on their own: this is “jiyū.”
It is said that at the beginning of all things God commanded “Let there be light”; 124 but,
this deed [はたらき] came out of none other than God’s own original being [本来の自
性], so it is the same sort of situation to which [the spontaneous blurting of] “Up and at
‘em!” [applies].125 This is “jiyū.” Originally, jiyū is a Buddhist word and can be seen all
throughout Buddhist scriptures—particularly in the Zen records. [Phrases] such as
“there is jiyū at the core” [自由の分あり] or “there is a person of jiyū” [自由の人あ
り]126 are always on the lips of the Zen master. The arising of “things” in accordance
124

The Holy Bible, Genesis 1: 1–5： “In the beginning God created the heaven and the earth. And

the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of
God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light. And
God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the
light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.”
(American Bible Society 1971, 1)
125

In “The Buddhist Conception of Reality” Suzuki discusses the Abrahamic God’s creation of the

universe as follows: “In Christianity, God in the beginning was alone. He willed to create a world of
manyness and commanded light to appear, saying, “Let there be light.” A world of light and darkness
thus came to existence. When a thing is by itself and there is nothing beside it, it is the same as
nothing. To be absolutely alone means to be a nothing. So there is reason when Christians say that
God created the world out of nothing. If God created something out of something, we naturally
would ask: What is that which made this something? When we go on like this there is no end, and
finally we have to come to nothingness, which is the beginning of the world. Here is the most
puzzling question we humans can encounter: Why did God or Brahman or Atman (or it) not stay all
alone quietly in his absolute sense, enjoying himself? Why did he move to divide himself and create
this world of woes, miseries, anxieties, and sufferings of all kinds?... The only solution of the
problem, as far as I can see, is to become Atman itself and to will with it in its creation of this world.
Instead of looking back to the beginning of the world while staying in it, we must leap back at once
to the spot where Atman stood when the world came to exist. We must plunge ourselves right into
the midst of nothingness. If one is a Christian, one must become God himself and feel the motive he
had when he uttered that fatal cry “Let there be light.” (1949, 1974: 3–4)
126

Suzuki refers here to a phrase seen in “百丈懐海大智禅師語録” as recorded, for example, in 古

尊宿語録: “嗟見今日所依之命。依一顆米・一莖菜。餉時不得食飢死, 不得水渴死, 不得火寒
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with their original, innate character of being: this is “jiyū.” In this sense, God’s act of
creation is jiyū’s functioning. Jiyū is “marvelous functioning” [妙用]. When this
“marvelous functioning” is understood, the true meaning of jiyū can be understood. The
world of creation cannot arise out from within “liberty” or “freedom.” The problems for
Christian theology begin here.
Recently in America, when I had dealings with Colombia University, there was an event
to commemorate the school’s 100th anniversary—or was it the 150th?127—and we were
instructed to say a few words. At that time, in this sahā world [of relativity], I had no
true jiyū. These days, whether it be freedom of the press, freedom of thought, freedom
of expression, or whatever, people make a huge carnival out of “freedom,” but as long
as people are living in this finite world and thinking about things in a dualistic manner,
no matter how loudly they shout “freedom” it is meaningless. True freedom [i.e., jiyū]
never comes about without a cross-wise leap [横超] from the dimension of finitudes
into a place of infinity. These are the sorts of things I said. The idea was that Columbia
University must make intellectual freedom, etc. the motto of campus life, so it was there
that I allowed my thoughts to freely come tumbling out. I believe that in the end,
however, the real meaning of Eastern-style jiyū will remain difficult to understand
within the context of Western thought.
I believe it is fair to say that, today, even among us Japanese people—and in particular
among young people—there is not even one who knows the original Eastern meaning of
jiyū. Things ended up like this due to the errors of those who were translating Western
books in the beginning of the Meiji period [1868–1912]. I cannot presently recall the
name of the individual that translated Mill’s On Liberty as “Jiyū no ri”128 but when I

死。欠一日不生, 欠一日不死, 被四大把定。不如先達者, 入火不燒, 入水不溺。倘要燒便燒, 要
溺便溺, 要生即生, 要死即死, 去住自由。者箇人有自由分。” (賾, 1994: 22) / (X68, p. 10b, l. 13–
17)
127

As Columbia University was founded in 1754, Suzuki was likely referring to an event

commemorating its 200th year.
128

The translator to whom Suzuki refers is Nakamura Masanao 中村正直. In the “明治の精神と
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was still a child—I think it was when I was perhaps twelve or thirteen—I did once
attempt to read the copy we had at home, even though I could not really understand it.
Strangely enough, I still remember it now. It was a period when the idea of civil rights
[自由民権] was popular and I suppose that is why, despite my youth, I decided to try
and read it. In early Meiji, this notion was sweeping the nation; but, in the end, it was
really nothing more than so-called “Western fever,” and people were just getting carried
away with a shallow, superficial understanding.
Speaking of early Meiji, however, not everything was “Western fever.” There were also
people who were making a racket about nationalism [国粋], Japanese superiority [日本
主義], patriotism [愛国心], loyalty to the Emperor and love for the country [忠君愛国],
the Eastern land of virtuousness [東洋君子国], and so on. But, those theories were all
so terribly superficial and did not contain anything of depth. From now on, surely we
must critically reflect [on our earlier actions] and attempt to identify that which may
truly be described as “Eastern.” And, as part of this, we must thoroughly investigate the
original meaning of jiyū.
It seems as though this should properly belong to the realm of theological, religious,
spiritual, or—alternatively—metaphysical studies. Unfortunately, however, there are
very few such studies that have delved deeply into the concept. It seems that they all
just end up run aground by the aftershocks of Western fever. Could we not perhaps
exclusively employ Eastern philosophical perspectives in this task? Could this not be
shared as an aspect of international culture so that it might act in contributing to peace
for all of mankind? Personally I believe that it could.
2

自由” chapter of his 東洋と西洋, Suzuki—in addition to referring to the works of Fukuzawa
Yukichi 福澤諭吉—mentions Mill’s On Liberty in a description of the books his father kept in the
family home (1948, 1969: 211). On pp. 210–19 of the same article Suzuki also discusses how the
concept of “freedom” was received by early Meiji period Japan.
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What is the central essence of jiyū? To say it by way of an extremely easily relatable
analogy: pine does not become bamboo; bamboo does not become pine. Each exists
according to its own station. One may call this the jiyū of the pine or of the bamboo.
The way ordinary people, as well as scientists, think may lead them to call this
“necessity” and say that it can be no other way. However, they say such things from the
perspective of objects as finitudes, or, rather, from the perspective of so-called
“objectivity.” However, if an object is viewed from the perspective of what it is in
itself—that is to say, in terms of its original, essential character—it becomes such as it is
in a self-determined manner due to its “jiyū-ness” so it is not subject to any external
regulation. This is also expressed as, “Heaven above and Earth below, I alone am the
Honored One” [天上天下唯我独尊]. 129 With pine as pine, bamboo as bamboo,
mountain as mountain, and river as river,130 one becomes lord and master of that place
of non-restraint and goes about one’s work. And, this is jiyū. Necessity and inevitability
and so on tell us that it can be no other way, but this is the talk of one looking in from
outside. It is not applicable to the object itself.
Among the sayings in Zen, there is one which reads, “No rules exist in the face of the
Great Functioning” [大用現前、不存軌則].131 Just as this phrase says, we have rules,

129

This phrase was, according to legend, uttered by the infant Sakyamuni Buddha soon after he was

born.
130

Here Suzuki alludes to words ascribed to 青原惟信, as seen, for example, in 五燈會元, vol.

17： “青原惟信禪師, 上堂, 「老僧参十年前未参禪時, 見山是山, 見水是水。及至後來, 親見
知識, 有箇入處。見山不是山, 見水不是水。而今得箇休歇處, 依前見山祇是山, 見水祇是水。
大眾, 這参般見解, 是同是別？有人緇素得出。許汝親見老僧」。” (藍, 禅宗全書巻七, 1989:
1135) / (X80, p. 361c, l. 12–16)
131

This phrase frequently appears in Records of Sayings in questions presented by monks to their

masters. Along with other phrases such as “Why did the Patriarch come from the West?”, the
question, “What is the meaning of ‘there are no rules in the face of the Great Functioning’?” is a
indirect way of asking “What is the ultimate truth of reality?” The phrase is seen, for example in the
“前百丈懐海禅師法嗣福州安” section of vol. 9 of 景徳伝灯録: “問, 「大用現前, 不存軌則時如
何？」師云, 「汝用得但用。
」僧乃脫膊, 遶師参匝。師云, 「向上事何不道取。」僧擬開口。
師便打云, 「遮野狐精。
」” (藍, 禅宗全書巻二, 1988: 156-57) / (T51, p. 267c, l. 24–26)
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physical laws, precepts, principles, etc.…; the list goes on and there are many more
names for such, however, none of these words touches on the thing itself. Great
Functioning [大用] refers to things, themselves, functioning and acting as they are in
themselves. It is humans that decide that pine does not become bamboo; but, from the
perspective of the pine this is just unnecessary meddling. The pine is not living by
humankind’s rules and principles. This is what I call jiyū.
Jiyū is often confused with licentiousness. Licentiousness is where one is incapable of
self-control, so it is the exact opposite of self-determinatory jiyū. It is complete slavery.
The Beat Generation and others of recent times are close to this. It is a common pitfall
for young people. Things such as [the Confucian] “Following one’s heart’s desires, yet
not straying outside the boundaries” [ 従 心 所 欲 不 踰 矩 ] 132 are on a level of
comprehension the self-indulgent cannot even dream about. It is said, “Die in Adam and
live in Christ”;133 but, if one does not first die in “Adam,” the story does not even begin.
A Zen priest [Shidō Bunan (至道無難)] has the following poem [歌]:
Live by becoming completely and utterly dead; then, doing as one pleases is
[always] good.134
(I might have confused the words a little, but,) nevertheless, humans absolutely must die
once and come back. Nowhere else in the rest of existence is there any such thing as a
“lie.” Consequently, there is no need for those [other elements of existence] to die; but,
within humankind, there is falsehood. The “source” of this falsehood must be located

132

Refers to Confucius’ 論語, vol. 1, “為政第二,” passage 4: “子曰, 吾十有五而志于学, 参十而

立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳順, 七十而従心所欲不踰矩。” (孔子, 1963, 1996: 28)
133

The New Testament (King James Version), Corinthians 15:22: “For as in Adam all die, even so in

Christ shall all be made alive.”
134

Refers to Zen Master 至道無難 (1603–1676): “生きながら死人となりてなりはてて思ふが

ままにするわざぞよき,” 無難禅師法語, Upper Vol. (至道無難, 1889: 29b). In Living by Zen
Suzuki gives the following English translation: “While living, be a dead man, thoroughly dead;
Whatever you do, then, as you will, is always good.” (1950, 1972: 124)
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and brought under control. This is what is known as “death.” However, that ability to
“lie” is what makes humans human. Gods, inanimate objects, and beasts are unable to
tell lies and thus are not worthy of being human. “Oh, Great Amitābha, please do not
take away all of my earthly woes. Without these, I cannot suffer your glory,” say the
“Wondrous Good People” [妙好人] of the Shinshū [True Pure Land Buddhist Sect]. Is it
not here that we see a slice of “earthly woe-as-buddhahood” [煩悩卽菩提]? The jiyū we
have as humans is different to the jiyū of trees and rocks and the like; it is also different
to that of the inhabitants of the heavens and of Paradise. It is said that a buddha135
abandons entrance into Nirvana, remains as a Bodhisattva, and continues being born
and dying in this sahā world. Entering into Nirvana; being born into heaven; etc.—this
is not the jiyū of humankind. Humans live long in the sahā world plagued by earthly
woes and they long to function with the jiyū of self-arising within this fu-jiyū
[“non-freedom”]. This is what gives humans their worth. Human beings are creatures
that stand out for their [proclivity for] proactive affirmation [積極的肯定].
3
Human beings are in possession of a jiyū that causes them to suffer as a consequence of
their own conscious discrimination between freedom [自由] and bondage [不自由].
This is something we do not witness in any other form of existence. What is more, they
value others’ freedoms and sympathize over their bondage because of this
discrimination. They suffer earthly woes.136 Summarily speaking, humans possess an
[innate] skill according to which they are able to go out of and look back in on
themselves. Because of this skill, human beings are able to recognize not only their own
societal group but also that of the “ultimate societal grouping,” which unifies [humans
135

I use lowercase “buddha” here to refer to one of the many buddhas in Buddhist mythology in

contrast to the use of uppercase “Buddha” in reference to the historical Siddhārtha Gautama
Sakyamuni (and his appearance in mythology).
136

I omit a section here where Suzuki discusses his preference for reading the kanji 煩悩 as

“hannō” rather than “bonnō,” which he does in order to avoid the Buddhist meaning in favor of what
he understands as the older meaning: “mental suffering.” (鈴木大拙, 1963, 1970: 234)
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with] all other living creatures, all inanimate objects, and everything else. This is known
as “the earthly suffering of a buddha” [仏の煩悩]. It is also known as Great Pity and
Great Compassion [大慈大悲]. It is from here that Amitābha’s Original Vow issues
forth.
Because of this, one cannot go on simply viewing man in relation to other creatures.
There are those people who observe the animal kingdom with its phenomena of “the
law of the jungle” [弱肉強食], “survival of the fittest” [適者生存],and “the superior
triumph while the inferior fail” [優勝劣敗], and so on, and say that, as we too are
animals, such also applies to humans.137 Hell is ready and waiting for these people.
Those parts of animal and plant world evolution theories do not apply to the human
world. Evolution, when it comes to human beings, is entirely different.
Although I will not go into this point here, I would just like to point out that it is in the
realm of śūnyatā [空; “emptiness”] that the “functioning” of jiyū first becomes possible.
I don’t recall which chapter of the Lotus Sūtra [『法華経』] it is, but there are the
following words:
“The Buddha dwells in the chamber of maitrī-karuṇā; he clothes himself in
137

Suzuki here is referring to popular concepts of social evolution (once more) brought to the

forefront in Asia in the 1950’s by Benjamin Shwartz in Chinese Communism and the Rise of Mao
(Harvard University Press, 1951) and In Search Of Wealth and Power: Yen Fu And The West
(Harvard University Press, 1964). Circumstantial evidence would seem to suggest that the word
“evolution” tends to, in Japan and China, bring forward images of Herbert Spencer, who coined the
phrase “survival of the fittest,” as opposed to in the West where “evolution” is arguably more
strongly associated with the work of Charles Darwin. Spencer’s philosophy was particularly popular
in the 1880’s and 1890’s in Japan, and was frequently quoted on both sides of the argument for and
against civil rights. In the west, Spencer’s evolution theory is sometimes referred to as “social
Darwinism.” Scholar Yen Fu introduced social evolutionists such as Spencer and Thomas Huxley to
China through his translations in the 1880’s. Spencer’s Education (1861) was introduced to Japan in
1880 by way of Seki Shinbachi’s translation, 斯氏教育論.
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kṣamāvat and vyāyāma; and sits in the seat of śūnyatā.”138
The Buddha is not just sitting there. It is not that he is merely endlessly sitting,
composed, and without moving, in the [maitrī-karuṇā] room of “Pity and Compassion”
on the [śūnyatā] cushion of “emptiness,” draped in [the kṣamāvat robe of] “endurance”
(i.e., forbearance and humility) and wearing the [vyāyāma] trousers of “determination”
(i.e., great commitment to one’s work). Maitrī-karuṇā is a principle [原理] of action, so
it will never let one just sit idly. He dives right out into the very middle of this sahā
world with its four and eight sufferings, endures the unendurable, bears the unbearable,
works diligently enduring hardships, and carries out his works of great pity and
compassion for the sake of mankind and for the sake of the world.139 But, these actions
do not pursue karmic reward; he works with the intention of non-intention. This is what
is known as the “practice of non-intentional functioning” [無功用行]. It is an outflow of
jiyū. In the same way that pine becomes [pine] and bamboo becomes [bamboo] despite
the pine not being personally cognizant of its “pine-ness” and the bamboo not being
conscious of what makes it “bamboo,” the buddhas and bodhisattvas single-mindedly
138

Suzuki’s retelling here varies somewhat with (for example) the Kumarajiva version of the

passage. In Kumarajiva, it is not a buddha that “dwells in the chamber,” etc. it is a bodhisattva. The
passage is a description by the Buddha of the appropriate conduct for bodhisattvas following
Buddha’s passing into Nirvana. I.e., “a bodhisattva should dwell in the chamber...” Kumarajiva’s
version, in the “法師品第十” section of the 妙法蓮華經, reads as follows: “是善男子, 善女人。入
如來室, 著如來衣, 坐如來座, 爾乃應為四眾廣說斯經。如來室者, 一切眾生中, 大慈悲心是。
如來衣者, 柔和忍辱心是。如來座者, 一切法空是。安住是中, 然後以不懈怠心, 為諸菩薩及
四眾, 廣說是法華經。” (鈴木, 東洋的な見方, 1963, 1970: 251–52) / (T9, p. 31c, l. 23–28)
139

“...endures the unendurable, undergoes the unbearable…” is a reference to Emperor Hirohito’s

WWII surrender speech: “The hardships and sufferings to which Our nation is to be subjected
hereafter will be certainly great. We are keenly aware of the inmost feelings of all of you, Our
subjects. However, it is according to the dictates of time and fate that We have resolved to pave the
way for a grand peace for all the generations to come by enduring the unendurable and suffering
what is unsufferable. Beware most strictly of any outbursts of emotion which may engender needless
complications, or any fraternal contention and strike which may create confusion, lead you astray
and cause you to lose the confidence of the world.” (My underlining) (Institute of Oriental Culture,
University of Tokyo, n.d.)
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[ 三 昧 ] practice their works of Great Pity and Compassion in the manner of
Bodhidharma’s “no merit acquisition” [無功徳] and “not-knowing” [不識]. This is a
life of creativity. It is a life of poetry. It is also known as the Mind State of Perfect Unity
of Action [一行三昧].140 Again, it is known as God-like Playful Freedom [神通遊戯].
It is also known as the Wonderful Self-Expression of the Absolute [ 妙用; lit.,
“Wondrous Functioning”] that is “drawing water and shouldering firewood” [神通并妙
用、運水及搬柴].141 None of this can be accomplished without sitting in the seat of
śūnyatā. Without this, it would be impossible for endurance and determination to work
within [the field/context of] infinite time. It is karmically-unhindered pity and
compassion. It is the non-demanding friend. Negative terms such as “no” and “not” are
employed, so one might image that it has a negative character. This is a problematic
[interpretation] that encourages a mistaken understanding of Buddhist and Eastern
thought. The ultimate truth is that negativity is positivity, and negation is affirmation.
This is expressed as “self-identity of absolute contradiction” [絶対矛盾の自己同一].142
This turning of negativity, itself, into positivity: it is here that it becomes possible to
touch upon the soul of those things Eastern. Nishida-kun’s formula perfectly sums this
up, leaving no trace of doubt. Unless one fully comprehends the meaning of “A is not-A,
thus it is A,” there is no way that one will be able to arrive at the deep recesses of
Buddhism or any other thing Eastern. The wellspring of things Eastern can never be
touched upon through dualist logic such as, “whosoever shall smite thee on thy right
cheek, turn to him the other also.”143 The [earthly] sahā world is the Garden of Eden,
140

Suzuki discusses the concept of 一行三昧 on p. 250 of his 禅思想史研究: 第二 (1948,

1968).
141

This phrase can be seen, for example, in the “詩集” section of 龐居士語録, middle vol.: “日用

事無別。唯吾自偶諧, 頭頭非取捨, 處處勿張乖, 朱紫誰為号, 青山絕塵埃, 神通并妙用, 運水
及搬柴。” (藍, 禅宗全書巻三九 1990, 249) / (X69, p. 139a, l. 14–16). The phrase also appears in
English on p. 83 of Suzuki’s An Introduction to Zen Buddhism (1934, 1964).
142

See Nishida Kitarō’s “絶対矛盾的自己同一” in his “宗教哲学”論文集: “現実の世界は, どこ

までも多の一でなければならない、個物と個物との相互限定の世界でなければならない。
故に私は絶對矛盾の自己同一というのである。” (西田 1998: 164)
143

The New Testament (King James Version), Matthew 5:39: “But I say unto you that ye resist not

evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also.”
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and if one is not able to realize that the Garden of Eden is none other than our everyday
life, itself, it is fair to say that such a one is not qualified to speak on religion. [The
emptiness of] śūnyatā is not the emptiness of “perfectly empty and silent” [空空寂
寂];144 the place where every single phenomenon—existent or not—is inexhaustibly
and disorderedly woven together: this is the seat of śūnyatā. This is what is known as
“form as emptiness; emptiness as form” [色卽是空、空卽是色].145 I really want people
to awaken to this point. There is a time and a place where determination [vyāyāma] and
endurance [kṣamāvat] are, just as they are, simultaneously not-determination and
not-endurance. Space is time, and time is space. Here, time and space are experienced
bodily and seen through in a flash of thought [一念].146 I personally refer to this as, 0＝
∞; that is to say, “zero equals infinity.” It is my own idiomatic mathematical formula. I
like to interpret the world of śūnyatā as being contained therein.
4

144

See for example “小參五” in Vol. 12 of 圓悟佛果禅師語録: “皆在此一大寶光中, 浄裸裸赤

灑灑流出。若只在杳杳冥冥墮, 在空空寂寂處。豈有如是奇特。” (藍, 禅宗全書巻四一, 1990:
296) / (T47, p. 769a, l. 19–20)
145

Alludes to the 摩訶般若波羅蜜大明咒経. Kumarajiva’s translation reads: “舍利弗！非色異空,

非空異色。色即是空, 空即是色。受・想・行・識, 亦如是。” (大正新脩大蔵経刊行会, 1988–
1989: 847) / (T8, p. 847c, l. 13–15）
146

In the glossary of his English language translation of 教行信証 (The Kyōgyōshinshō; the

collection of passages expounding the true teaching, living, faith, and realizing of the Pure Land)
Suzuki gives this definition for 一念: “‘One Thought’ is a momentous term in the philosophy of
Shin and Jōdo. Its Sanskrit original is eka-kṣaṇa meaning ‘one instant’ or ‘one moment.’ As we say
in English ‘quick as a thought’ or ‘quick as a flash,’ ‘one thought’ represents in terms of time the
shortest possible duration, which is to say, one instant. The one instant of faith-establishment is the
moment when Amida’s Eternal Light flashes into the darkening succession of love and hate which is
experienced by our relative consciousness. This event takes place in ‘one thought’ and is never
repeated, and therefore is known here as ‘the last moment,’ ‘the end of the world,’ and I would say, it
is even the coming into the presence of Amida. This moment of ‘One Thought’ is the one in our life
most deeply impregnated with meaning, and for that reason must come to us in our ‘ordinary
moments of life’ and not wait for ‘the last moment’ in its relative sense.” (Shinran, 1973: 276)
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There is a danger that śūnyatā will be mistaken for a spatial concept. Buddhists are
always troubled with how to clarify this. When people say “existence,” they always
think of it in terms of a spatial existence principle and they do not consider [its
relationship to] time. However, the truth is that there is no way that time and space can
be separated from one another. It is better to combine time and space and call it “one
flash of thought” [一念]. This is [what is meant by] “here-now.” In Buddhism, this “one
flash of thought” is considered an important concept. There are sayings such as,
“attaining Buddhahood is in one flash of thought” [成佛は一念にあり]. One flash of
thought is also the principle of practice/living [行]. In the Shinshū [True Pure Land
Buddhist Sect], they often use the character glyph 行. This is not the 行 of 修行
[“practice” or “training oneself in aspiration for Buddhahood”]. It is one flash of
thought, itself; that is to say, it is “living.” It is also known as the Great Practice [大行],
where “Great” is a principle of the absolute [or ultimate]. It has nothing to do with
“quantity.” The repeating of [the chant] “namu amida butsu” does not lead to attainment,
but rather it is the practice [or living] of “one flash of thought.” It was through seeing
this that the Shinshū came about. This is also known as shinjin [信心; “bringing one’s
heart into alignment with the ultimate heart that is Amida].
In any case, when śūnyatā is interpreted in relation to time it is “absolute present” [即
今]. To put it plainly, it is “right now.” Understanding śūnyatā means understanding
“right now.” Right now must be taken in one’s hand. When one awakens [悟る] to the
understanding that right now is infinity, itself, the formula “zero equals infinity” is
established. When one becomes aware that this split second is none other than endless
time, itself, one is able to touch on the foundation of Eastern thought. In the “realm of
unhindered universal phenomena interpenetration” [事事無礙法界] teaching of the
Huāyán [school of Buddhism],147 there is a perfect interpenetration [圓融性] where
147

Suzuki discusses Huayen concepts such as 事事無礙法界 in connection with socialist-oriented

ideology in the “東洋的霊性の直覚” chapter of his 宗教と近代人 (1947, 1969: 126–37). On p.
133 Suzuki states that it is the mission of Buddhists to spread the ideology of 事事無礙法界
throughout the world via an interpretation based on Western-style logic. Suzuki gives a further
outline of his understanding of 事事無礙 in his “人間完成と自主・自由” in 宗教論集 (1970:
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“one is ten” and “ten is one”; but, we must not forget that this “one” is the principle of
zero and the “ten” is infinity. In the Huāyán, numbers are used symbolically like this.
Ten is limitless phenomena. One is an “absolute one” that contains all phenomena
within it: that is to say, 0 (zero). This is where we can apply the formula 0＝∞. In
summary, “right now” is, without modification, beginning-less and end-less eternity.
“The meaning of the Patriarch’s coming from the west” [祖師西来意] is often referred
to in Zen. “Patriarch” refers to Bodhidharma, and “coming from the west” is a reference
to India, in the west. There is a question that asks, “What is the meaning of the
Patriarch’s having come from the west?” [如何なるか是れ祖師西来の意].148 That is
to say, why did Bodhidharma make the perilous journey all the way from India in the
distant west with set his sights set on China? What were his intentions? The theme of
this mondō questions whether Bodhidharma did not, in fact, trouble himself to come so
very far just to end up establishing an unnecessary distinction between West and East in
this world where “everything—plants, mountains, rivers, and lands—all decidedly
attain buddhahood”? As an aside, one Zen monk offers an answer to this question by
turning it back on the questioner: “Right now, where is your own mind—you, who
questions thus?” Your “right now” is the movement of Bodhidharma’s heart—that is to
say, one flash of thought—over a thousand years ago. And, “east and west”—on the
spatial plane that is that crossing of the vast ocean—isn’t that the same “there” of your
standing here in front of me now?149 “There is no need for positing questions”: this is
154) and in his lecture to Emperor Shōwa, recorded in his The Essence of Buddhism (1948: 55–57).
148

Ogawa Takashi discuss the role of the phrase 祖師西来意 in Records of Sayings in the “序論：

庭前の柏樹子” chapter of his 語録の思想史 (2011: 10–16). Suzuki discusses it in “The Secret
Message of Bodhidharma” in Essays in Zen Buddhism: Second Series (1933, 1958: 212–238).
149

Refers to a story in which 南嶽懐讓 (d. 744) questions 嵩山慧安 (582–709). Suzuki also

discusses this interaction in “Self the Unattainable,” The Eastern Buddhist New Series, vol 3, no. 2,
October 1970 pp. 1–8. On pp. 5–6 he translates as follows: “A monk in China asked an ancient
master, ‘What made Bodhidharma come from the West to our country?’ The questioner surprised the
master who counter-asked the monk, ‘Why do you question about Bodhidharma instead of
yourself?’” On p. 6 he interprets it as follows, “The traditional story of Zen’s Indian origin, however,
raised the question about Bodhidharma’s motive in trying to propagate Zen in China. But the real
169

付録———大拙の基本思想

the sort of answer a person of Zen gives. But, there are also monks who feel that giving
answers to questions in a round-about way like this is tiresome. Monks like this don’t
say anything; they just give [the questioner] a whack with their stick. It seems as if this
is just compassionless violence. But, in this there is really a sincere kindness [赤心片
片]150 that goes beyond words. In any case, what one must get a glance of is absolute
present, right now—that place where space and time are reduced to zero. This is the
same as “ten thousand years in a flash of thought” [一念萬年] or “one flash of thought
in ten thousand years” [萬年一念].151 One may also say that this is what Buddhism
takes as the central axis of its [didactical] exposition.
There are many who see “śūnyatā” as [simple] emptiness and don’t know how to see it
in one flash of thought. And, trying to dismiss Buddhism as a religion of nihilism has
been the way for Western strains of thought up until now.152 As I also said earlier, one
must awaken to “negativity as positivity.” Without this [realization], one goes astray one

meaning of this question is concerned with the source of human will or with the awakening of
human consciousness: What makes us will this or that? What is the meaning of life? Therefore, the
monk’s question about Bodhidharma as above-cited is really an affair of the monk’s own being.”
150

This term appears frequently in the Buddhist classics. One example is its appearance in Case 55

of 碧巌録, “道吾漸源弔孝” (本則評唱): “漸源当面蹉過, 逐他語句走, 更云, 為什麼不道。吾云,
不道不道。吾可謂赤心片片, 将錯就錯。” (圜悟, 雪竇, 2005 [Middle Vol.]: 224) / (T48, p. 189b,
l. 2–4). Suzuki give an English translation in “Two Zen Text-books: Pi-yen-chi and Wu Men Kuan”
in Essays in Zen Buddhism: Second Series (1933, 1958: 241–48). There he translates 赤心片片 as
“How full of kindness was his heart!” (244)
151

From 信心銘: “一切不留, 無可記憶。虛明自然, 不勞心力。非思量處, 識情難測。真如法

界, 無他無自。要急相應, 唯言不二。不二皆同, 無不包容。十方智者, 皆入此宗。宗非促延, 一
念萬年。無在不在, 十方目前。極小同大, 妄絕境。極大同小, 不見邊表。有即是無, 無即是
有。若不如是, 必不須守。一即一切, 一切即一。但能如是, 何慮不畢。信心不二, 不二信心。
言語道斷, 非去來今.” (藍, 禅宗全書巻九四, 2004: 4) / (T48, p. 376c, l. 28 to p. 377a, l. 11)
152

For a history of Westerner scholars’ treatment of Buddhism as a nihilistic tradition see Roger Pol

Droit’s The Cult of Nothingness: The Philosophers and the Buddha (The University of North
Carolina Press: 1997, 2003).
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thousand ri—as far as the separation of heaven and earth [天地懸絕、毫釐千里].153
And, this is to be deplored.
In Buddhism, there is a sort of person known as a Śrāvaka [literally, “voice listener”].
And, this is not necessarily limited to Buddhism—I believe that it also exists among
people [who follow] other Indian teachings, and also (possibly?) followers of
Christianity—but the people of this sect end up being “lost in enlightenment” and they
are unable to emerge from [the state of] awakening. People such as this are known as
“living in the samadhi state of emptiness” [空定に住する]. They are locked away there
for as long as “even 20,000 eons, even 80,000 eons,” [八萬劫も二萬劫も] and know
no escape.

154

They are victims of negation. They don’t know that there is a way to

“turn this around” [飜轉], and so they are unable to get themselves out. In the records of
Zen sayings we have the following:
Wearing clothes, eating food; speaking and responding; the working of the six
senses: all of these are none other than the Buddha nature. Not knowing how to
return to the origin, they are obedient to names and follow outward appearances.
Thus, confused and deluded thoughts and feelings arise and create various sorts of
karmic consequence. If one is able to illuminatingly perceive one flash of thought,
one’s entire being becomes the heart of the sage.155
153

In 禪の思想 Suzuki quotes the phrase “天地懸絕, 毫釐千里” from 信心銘 and cautions that

if one interprets too loosely attributed-author Third Patriarch 僧璨’s warning against the extremes of
love and hate, one will fall 1,000 ri away from the truth. (鈴木, 禪の思想, 1943, 1969: 33–34)
154

Suzuki loosely translates from the Records of Sayings of Chan Master 馬祖, reproduced, for

example, in 古尊宿語録, Vol. 1, “馬祖道一大寂禅師” as follows: “馬祖大寂禪師, 師諱道一, 漢
州什邡人也。俗姓馬氏, 江西法嗣布於天下, 時号馬祖焉。問, “如何是修道？”師云, “道不屬修。
若言修得, 修成還壞, 即同聲聞。若言不修, 即同凡夫”。
［中略］所以聲聞悟迷, 凡夫迷悟。聲
聞不知聖心本無地位・因果・階級心量, 妄想修因證果, 住其空定, 八萬劫二萬劫, 雖即已悟,
卻迷。諸菩薩觀如地獄苦, 沉空滯寂, 不見佛性。” (賾, 1994: 3–4) / (X68, p. 3c, l. 4–20)
155

I omit a sentence from Suzuki here where he apologizes for not writing out the Chinese in full

Japanese translation. The text he quotes from can be seen, for example, in 古尊宿語録, Vol. 1, “馬
祖道一大寂禅師”: “著衣喫飯, 言談祗對, 六根運用, 一切施為, 盡是法性。不解返源, 隨名逐
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If the essence of all phenomena [法性] is taken as emptiness and that emptiness is
understood spatially and in terms of statics [i.e., the equilibrium mechanics of stationary
bodies], phenomena sink into stagnation and are unable to move. The emptiness of the
śūnyatā of the dharma nature is decidedly in eating our daily meals, putting on clothes,
and exchanging greetings: that is to say, it is in the place where “the ordinary mind is
the Way” [平常心是道].156 If one does not realize this, there is no way to avoid
meeting the unfortunate fate of being “lost in enlightenment.” When the depths of “one
flash of thought as no-thought” and “non-attainability of an individual thought”157 and
the like are thoroughly plumbed, manifested for the first time is Bodhidharma’s absolute
affirmation: “I have pacified your heart!”158 Here, one can taste the jiyū of “if it comes
from the four directions and the eight sides, strike like a whirlwind!” And then, that
turns around once more and becomes “they are handing out meals tomorrow at the
monastery of Great Compassion.”159 If it is not a “meaningless” śūnyatā, the jiyū of “in
the face of the Great Functioning” does not work. One cannot become a “master of all
相, 迷情妄起, 造種種業。若能一念返照, 全体聖心。” (賾, 1994: 4) / (X68, p. 3c, l. 24 to p. 4a, l.
2)
156

See, for example: 景徳伝灯録, Vol. 28, “江西大寂道一禅師語”: “示眾云, 「道不用脩, 但莫

汙染。何為汙染, 但有生死心。造作趨向, 皆是汙染。若欲直會其道, 平常心是道。……」” (藍,
禅宗全書巻二, 1988: 581) / (T51, p. 440a, l. 3–5)
157

See Paramārtha’s translation of 大乘起信論, vol. 1: “一切諸想隨念皆除，亦遣除想，以一切法

本來無相，念念不生, 念念不滅，亦不得隨心外念境界，後以心除心。心若馳散，即當攝來住
於正念。是正念者，當知唯心，無外境界。即復此心亦無自相，念念不可得，若從坐起去來
進止有所施作，於一切時常念方便隨順觀察，久習淳熟其心得住。” (大正新脩大蔵経刊行会,
1986–1989: 5829) / (T32, p. 582a, l. 19–25)
158

Suzuki discusses the concept of 安心 in a chapter by the same name in 禅思想史研究: 第二

(鈴木, 1948, 1968: 52–58). The concept appears, for example, in 景徳伝灯録, vol. 3: “光［＝二祖
慧可］曰, 「我心未寧, 乞師與安」
。師曰, 「將心來與汝安.」曰, 「覓心了不可得.」師曰, 「我
與汝安心竟。
」” (藍, 禅宗全書巻二, 1988: 47) / (T51, p. 219b, l. 21–23)
159

Refers to the “勘辨” chapter of 鎮州臨濟慧照禅師語録: “因普化常於街市搖鈴云, 「明頭來

明頭打, 暗頭來暗頭打, 四方八面來旋風打, 虛空來連架打。」師令侍者去纔見如是道便把住云,
「總不與麼來時如何。
」普化托開云, 「來日大悲院裏有齋。」侍者回舉似師。師云, 「我從來
疑著這漢。
」” (入矢, 1989: 157) / (T47, p. 503b, l. 20–24)
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places.”
I really want you to understand well that there is a vast difference between [Buddhist]
phrases like “the three realms are simply mind; the ten thousand phenomena are nothing
but consciousness” [參界唯心、萬法唯識]160 and typically-Western [concepts] such as
mentalism, idealism, and so on.
Previously I mentioned “the ordinary mind as the Way,” but this “ordinary mind” [平常
心] is no other than “right now, whether walking, standing, sitting or lying down,
always acting in accordance with the circumstances.”161 “No other than right now” [秖
如今] is the heart [of the matter]. This must be thoroughly comprehended. Master
Baizhang [百丈和尚] is one of the great masters of early Tang period Zen and is famous
for his [saying], “one day without work is one day without food.” 162 Also, the
separation of Zen temples from those of other sects and their adoption of unique,
individualized systems [of operation] began with this monk. Zen became “Chinese-style”
and divorced itself from Indian systems; and, in doing so, took on a rich individual
flavor of its own and came to be highly respected for its ideologies [in regards to the

160

This phrase is seen, for example, in 景徳伝灯録, vol. 29, “讃頌偈詩 (大法眼禪師文益頌十四

首),” “三界唯心” section: “三界唯心, 萬法唯識。唯識唯心, 眼聲耳色。色不到耳, 聲何觸眼。
眼色耳聲, 萬法成辦。萬法匪緣, 豈觀如幻。大地山河, 誰堅誰變。” (藍, 禅宗全書巻二, 1988:
616) / (T51, p. 454a, l. 23–27)
161

See, for example, 景徳伝灯録, vol. 28, “江西大寂道一禅師語” (continuing quote from above):

“「……何謂平常心。無造作, 無是非, 無取捨, 無斷常, 無凡無聖。經云, 非凡夫行, 非聖賢行,
是菩薩行。只如今行住坐臥, 應機接物, 盡是道。道卽是法界。乃至河沙玅用。不出法界。」” (藍,
禅宗全書巻二 1988: 581) / (T51, p. 440a, l. 6–9)
162

Suzuki describes Baizhang’s attitude to work in chapter “The Meditation Hall, and the Ideals of

the Monkish Discipline” of Essays in Zen Buddhism: First Series as follows: “Hyakujo must have
had a profound knowledge of human psychology when he made work the ruling spirit of the
monastery life… Hyakujo’s object, while it might have been unconsciously conceived, was more
psychological in spite of his open declaration, ‘No work, no eating’. It was to save his monks from a
mental inactivity or an unbalanced development of mind which too often results from the meditative
habit of the monkish life.” (1949, 1958: 316)
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importance] of physical labor. The way in which high-ranking masters would group
together with regular monks and work the fields, etc. reminds one greatly of today’s
worker-centric democratic ideologies. This monk is the champion of this “no other than
right now” and frequently gave sermons on the “reflective cognizance of right-now” [如
今鑑覚].
There is a sort of brilliance to Baizhang in the way he doesn’t take just “No other than
right now” [on its own], but combines it with “reflective cognizance.” Reflective
cognizance is satori awakening. It is said that when a pair of mirrors [directly] reflect
one another there will be no projected image.163 That “non-image” is śūnyatā. It is not
simply a matter of breaking through dualistic phrases [両頭句] [to a place where] every
single possible phenomenon, whether real or not [一切有無の境法], does not exist.164
Rather, there must be a consciousness of the unconscious. If there is no cognizance
upon the mirror, this is not the heart of a human. [Other than humans,] nothing else in
existence has this [capability]. However, this cognizance is the cognition of
non-cognition—not the cognition which first becomes possible through the arising of
the dualistically [opposed pairing of] subjectivity and objectivity. It is the cognition that
still exists even after subjectivity and objectivity have been done away with. Demanding
an answer about whether such a thing could exist is the logic of the dualistically-minded
person [二元論者]. Dualism [両頭] can never be fully cut away. Even if he [i.e., the
dualistically-minded person] cuts through it, there will always be something that
remains. If it were indeed to be cut away without remainder, in that place would be
163

This concept can be seen in Case 3 of 碧巖錄 (本則評唱): “這老婆會他溈山說話。絲來線去。

一放一收, 互相酬唱。如兩鏡相照, 無影像可觀。機機相副, 句句相投。如今人三搭不迴頭。
這老婆一點也瞞他不得。這箇却不是世諦情見。如明鏡當臺, 明珠在掌。胡來胡現, 漢來漢現。
是他知有向上事, 所以如此, 如今只管做無事會。” (圜悟, 雪竇, 2005: 315–16) / (T48, p. 165a, l.
23–29)
164

See “百丈懐海大智禅師広録” for example, in 古尊宿語録, vol. 1: “祇如今但不依住一切有

無諸法, 亦不住無依住, 亦不作不依住知解, 是名大善知識。亦云唯佛一人是大善知識, 為無
兩人。餘者盡名外道, 亦名魔說。如今祇是說破兩頭句, 一切有無境法。但莫貪染及解縛之事,
無別語句教人。
若道別有語句教人, 別有法與人者, 此名外道, 亦名魔說。” (賾 1994: 13) / (X68,
p. 7b, l. 8–15)
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absolute affirmation. This is the identification of the self with itself [自己同一].165 It is
something that cannot be expressed through language. If one tries, the statement will
always contain some kind of error. Consequently, we say “transmitting the heart by way
of the heart” and “no giving rise to words.”
Zen speaks about the concept of “seeing into the nature” [見性]. Consider this for a
moment and one might assume that there is something known as “the nature” and that it
is something that is “seen” from without. We always seem to end up running into
dualism. Becoming dualistic, [one ends up in] the world of mutually-opposed subject
and object and one has already fallen behind. How can one take hold of a reflective
cognizance where there is no distinction between subject and object? If one borrows the
words of a person of Zen, we come to “Seeing as nature, and nature as seeing.”166 In
the world of dualistic subjectivity/objectivity this is an impossibility. It is something that
cannot be experienced. It is for this reason that the person of Zen repeatedly [implores
us] “Do not attach yourself to words!” Linguists, logicians, hermeneuticians, and the
like—researchers who are not fond of stepping outside of the world of language—it is
impossible for them to touch on the truth of the reflective cognizance of right-now.
They may not be able [to personally reach it], but it is going too far for them to insist
that it does not exist.
Línjì [臨済] has the following saying. It really reaches into the heart of the matter:
One of the ancients has a saying, “the everyday heart—this is the Way.” What, my
wise practitioners, is there to seek for? Now, in front of me, listening to the

165

Refers to the discussion of Nishida Kitarō’s 自己同一論 above.

166

This phrase appears, for example, in 古尊宿語録, Vol. 3, “黃檗斷際禅師宛陵録”: “問, 「如何

是見性？」 云, 「性即是見, 見即是性。不可以性更見性。聞即是性。不可以性更聞性。祇
你作性。見能聞能見。性便有一異法生。他分明道。所可見者, 不可更見。
」” (賾, 1994: 50) / (X68,
21a, l. 17–20)
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scriptures, is a person of the Way who does not rely on anything. They are there in
perfect clarity, having never lacked from the beginning.167
From Jiyū, we came to śūnyatā, and then śūnyatā lead us to “right-now.” I had planned
to proceed on to “as-it-is-ness” [このまま] but I am weary. I will lay my pen down here
and wait for the next opportunity. I beg your pardon.

167

Seen, for example in the “示衆” of 鎮州臨濟慧照禅師語録: “古人云, 路逢達道人, 第一莫向

道。所以言, 若人修道道不行, 萬般邪境競頭生。智劍出來無一物, 明頭未顯暗頭明。所以古
人云, 平常心是道。大德, 覓什麼物。現今目前聽法無依道人, 歷歷地分明, 未曾欠少。爾若
欲得與祖佛不別, 但如是見, 不用疑誤。爾心心不異, 名之活祖。心若有異, 則性相別。心不
異故, 即性相不別。” (臨済, 2007: 80) / (T47, p. 499c, l. 6–13). “古人,” here, refers to 馬祖 and
his phrase “平常心是道,” as seen in 馬祖語録. In Essays in Zen Buddhism: Series Three, Suzuki
translates “此三種身是爾即今目前聽法底人” as “And this triple body is no other than the person
listening to my discourse this very moment right in front of each of you.” (1934, 1958: 52–53)
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“As-it-is-ness”
「このままと云ふこと」『心』（1963）16 巻 2 号、2–11 頁
SDZ20：241–59 収録
I went from “jiyū” to “śūnyatā,” then on to “absolute present” [即今] (or, alternatively
“right now” [只今]); and, where I should have gone on to “as-that-is-ness” [そのまま]
or “as-it-is-ness [このまま],” I stopped at “absolute present.” So, now I will move on to
“as-it-is-ness.” I don’t know how far I will be able to continue, so it might just end up
being wherever I am at. In any case, I will go as far as I go.
1
Previously, I quoted Baizhang’s passage, “reflective cognizance of right-now” [如今鑑
覚]; and, I believe I will start this section with this passage. Baizhang is the man of “one
day without work is one day without food.” He is the man who openly proclaimed, and
lived out, his profoundly action-centric ideals. But, on the other hand, he also advocated
an experiential and prajñā-style [般若的; “transcendental wisdom-style”] approach to
the self-nature [自性] that is reflectively cognized in right-now. This is what is
commonly referred to as satori awakening; and, if this is not completely clear, [the
meaning of] “things Eastern” will not become clear.
Reflective cognizance [鑑覚], as the word’s character glyphs indicate, is a principle of
mirror-like reflection. It is said that when two mirrors reflect one another, there is no
image/reflection between them; and, in the same way, there is no image present in a
reflective cognizance of the absolute moment. And, this is śūnyatā. Śūnyatā is empty,
but it is not just that: there is a cognizance there. Without that, there can be no
awakening. When we speak of the self-nature of the reflective cognizance of right-now,
one might think that there is a concrete, underlying nature [自体] which acts as “the
mirror” and is subject to sensory and intellectual perception. And, one might also
assume that there is something that acts as the object [of reflection]. If this were the case,
however, it would no longer be śūnyatā; nor would it be self-cognizance of the
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self-nature. This is the important point. This is where we have “emptiness”; so, if there
is a “something,” it is no longer śūnyatā. If one is to speak in words, a distinction
between object and subject must be made; but, with concern to reflective cognizance, as
it is in its is-ness, there is no such intellectual discrimination. Subject is object, object is
subject. That which sees is that which is seen, and that which is seen is that which sees.
Divide and it remains undivided: that is the self-nature of reflective cognizance.
The language here may seem a little technical, but when put in the words of Baizhang
himself, “reflective cognizance of right-now is to be found in neither the pure nor the
tainted; the worldly nor the holy. It cannot be found in any sort of object or event—in
this world or apart from it—within the realm of the six senses: form, sound, odor, taste,
texture, or mode of being [法]. Nor, indeed, does it have any affectionate attachment to
such. Not only this, but neither does it take refuge in not having any affectionate
attachment to not having affectionate attachment. Going even further, nor does it take
refuge in the idea of not taking refuge [in not having any affectionate attachment to not
having affectionate attachment].” 168 Here, one does not reside in discriminatory
principles of finite vs. infinity, nor in any place [under the banner of] “Zen” or any other
name. There is no feeling of having achieved anything, for example, the stage of
bodhisattva [菩薩位]. There is no “demonic” [魔王] “I alone am the Honored One” [自
我獨尊] style “It is I!” thought. At this time, one can, for the first time, attain to the
Greatest Vehicle [最上乗] and the Highest Wisdom [上上智], and perfect the Buddhist
Path [佛道]. A life of marvel beyond comprehension is begun; one rides an unstoppable
wind and makes use of unrestricted wisdom. Even while in the world of cause and

168

Suzuki quotes loosely from the following passage from “百丈懐海大智禅師広録” (in, for

example Vol. 1 of 古尊宿語録), making use of the phrases I have underlined: “只如今鑑覺, 但於
清濁兩流, 凡聖等法, 色聲香味觸法, 世間出世間法, 都不得有纖毫愛取, 既不愛取。依住不愛
取將為是。是初善。是住調伏心。是聲聞人。是戀筏不捨人。是二乘道。是禪那果。既不愛
取。亦不依住不愛取。是中善。是半字教。猶是無色界。免墮二乘道。免墮魔民道。猶是禪
那病。是菩薩縛。既不依住不愛取。亦不作不依住知解。是後善。” (賾, 1994: 11) / (X68, p. 6a,
l. 24 to p. 6b, l. 7)
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effect/birth and death, one goes or stays freely [去住自由] and goes in and out
unrestricted [出入無礙].169
Again, stating it more simply, when one’s eyes open to the standpoint [立場] of
reflective cognizance of right-now, one is no longer bound by “it’s finite” or “it’s
infinite.” One breaks out from thoughts about life and death, cause and effect, free will
and determinism, and subject and object. Then, one is able to become “originating from
and abiding in oneself” [自由自在] and the “master of any situation” [隨處作主].170
Baizhang divides this into three steps and describes it as being like the three skipping
steps of a deer. He calls this “Un-constrained Buddha” [纏外佛]. In Baizhang’s time we
can see that there were expressions such as this.171 In other words, if we name “before
comprehension” “mother” and “after comprehension” “child”; and, if we then go even
further and remove ourselves from both awakening and intellection and die along with
“mother” and “child,” it is said that the time will come for the “turning of the Great
Dharma Wheel” [轉大法輪].
We feel somehow ill at ease and so we want to see what awakening is like. Once that
awakening is finally tasted, though, it is to be thrown away and one is to return back to
where one began. If one loses every little thing it may feel as though there is no point to
169

The preceding six sentences are a loose translation derived from content in X68, p. 6b, l. 7–14 of

“百丈懐海大智禅師広録,” making use, for example of the phrases “免墮無色界, 免墮禪那病, 免
墮菩薩乘, 免墮魔王位” (l. 7), “是最上乘, 是上上智, 是佛道上立” (l. 12–13), and “是使得無所
礙風, 是無礙慧” (l. 14), etc. (賾, 1994: 11)
170

鎮州臨濟慧照禅師語録, “示衆”: “師示眾云, 道流, 佛法無用功處, 秖是平常無事。屙屎送

尿, 著衣喫飯, 困來即臥。愚人笑我, 智乃知焉。古人云, 向外作工夫, 總是癡頑漢。爾且隨處
作主, 立處皆真.” (臨済, 2007: 50–51) / (T47, p.498a, l. 16–19). The phrase “隨處作主” derives
from 僧肇’s “不真空論.”
171

“百丈懐海大智禅師広録”: “見自己佛性。如夜見色。如云佛地斷二愚。一．微細所知愚。

二．極微細所知愚。故云有大智人破塵出經卷。若透得三句過。不被三段管。教家舉喻。如
鹿三跳出網。喚作纏外佛。無物拘繫得渠。是屬然燈後佛。是最上乘。是上上智。是佛道上
立。此人是佛。有佛性。是導師。是使得無所礙風。是無礙慧。” (賾, 1994: 11) / (X68, p. 6b, l.
9–14)
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living, but what say you? Is that [all there is to it]?
Says Baizhang,
Right here, now, simply eat bad food to keep on living; wear ragged clothing to
ward off the cold; when thirsty, pour out water and drink of it. Do nothing outside
of this and pay no attention whatsoever to anything in the world, real or not. If
you do this, there will surely be something about which you will come to a
gradual understanding.172
If Baizhang’s text is reproduced as in the original it reads [in Mandarin, as opposed to
any specific dialect of Baizhang’s time], “cǐrén jiànyǒu qīngmíng fèn” [此人漸有輕明
分; lit., “This person, he gradually comes to have a portion that is lightly illuminated.”]
Do you [the reader] think that [the quote above] is okay [translated] as it is?
2
Tazhu Huihai [大珠慧海] was a disciple of Mazu Daoyi(–788) and a contemporary of
Baizhang Huáihǎi. Attributed to him is the work Dùnwù yāoménlún [『頓悟要門論』,
“Treatise Summarizing the Entranceway to Instantaneous Awakening”],173 which still
remains today. If one is to quote some of the propositions from this work, one might see
a side of Baizhang’s thought [reflected therein]. Tazhu, quoting the Chánménjīng [『禅
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“百丈懐海大智禅師広録”: “祇如今麤食助命。補破遮寒。渴則掬水喫。餘外但是一切有無

等法都無纖毫繫念。此人漸有輕明分。” (賾, 1994: 13) / (X68, p. 7a, l. 20–22)
173

In Suzuki’s chapter “頓悟入道要門論” in 百醜千拙, he gives a thorough discussion of this

work and describes it as explaining Zen with great clarity and opines that it—rather than classic
Chan gong’an works such as 碧巌集 and 無門関 , etc.—is the best introduction to Zen for
beginners (1925, 1969: 247). John Blofeld translates the text into English as The Path to Sudden
Attainment: A Treatise of the Ch'an (Zen) School of Chinese Buddhism (London: Buddhist Society,
1948). Hirano Sōjō 平野宗浄 translates it into Japanese in volume 36 of 世界古典文学全集, “禅
家語録” (西谷, 柳田 [eds], 1972].
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門經』] (from the Dùnhuáng excavation site), uses the words “internal visual-cognizance
[内覺観],” which equate to Baizhang’s “reflective cognizance of right-now”: [“]If one
grasps objectively onto external appearances only, no matter how many years pass,
nothing at all will be obtained. However, if one instead looks, by means of internal
cognizance, one [attains to] bodhi in an instant of thought [一念頃.”]174 That is to say,
one attains to the unraveling of awakening [悟解].175 Of what is this an awakening?
What is experientially cognized? It is one’s own original nature; it is one’s unborn heart.
The unborn heart is the heart of no abode. Because it resides in the place of no abode, it
is the principle of non-abiding anywhere.176 The non-abiding heart is the buddha-heart;
it is the buddha-body.177 Where this heart and body is one and the same, when the heart
of no abode is seen, instantaneous awakening is realized.
This experience of instantaneous awakening is known as “seeing the nature” [見性] or
“seeing the self-nature” [自性見]. This thing known as “seeing” comes about within the
self-nature of primordial purity [本来清浄の自性中]. According to Tazhu Huihai’s
view, this “seeing” exists due to the pure-heart; so, consequently, as long as one holds
impure delusions and [clings to] actor/receiver-based views, such as self/other, this/that,
and subject/object, etc., observation of the self-nature is impossible.178 If there is a

174

From the upper volume of 頓悟入道要門論: “禪門經云, 「於外相求, 雖經劫數, 終不能成。

於內覺觀, 如一念頃, 即證菩提。
」” (西谷, 柳田 [eds], 1972: 184) / (X63, p. 18a, l. 19–20)
175

From this point until the end of the paragraph Suzuki quotes selectively from the upper volume

of 頓悟入道要門論, p. 19c, l. 12 to p. 20a l. 4 (X63). His translation draws on the following
phrases: “即無住心, 即是住無住處也” (p. 19c, l. 19–20), “只箇不住一切處心者, 即是佛心” (p.
19c, l. 23), and “亦名菩提心。亦名無生心” (p. 19c, l. 23-24), etc. (西谷, 柳田 [eds], 1972: 194)
176

頓悟入道要門論, upper volume: “不住一切處。即是住無住處。” (西谷, 柳田 [eds], 1972:

185) / (X63, p. 18b, l. 6)
177

頓悟入道要門論, upper volume: “無住心者是佛心。問, 「其心似何物。」 答, 「其心不青

不黃, 不赤不白, 不長不短, 不去不來, 非垢非浄, 不生不滅。湛然常寂。此是本心形相也。亦
是本身。本身者, 即佛身也。
」” (西谷, 柳田 [eds], 1972: 185) / (X63, p. 18b, l. 10–13)
178

“Actor/receiver” translates “能所,” a nominalized verb with a “soft” distinction between

passivity/activity. The possibility, in Japanese and Chinese, to omit a larger amount of grammatical
information than in English, while still maintaining context-dependant coherent meaning, means that
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mirror that has been wiped perfectly cleaned—a mirror that is completely free of the
illusory images of the deluded heart and mind—it is precisely here that all existence
appears [reflected] in the no-mind.179 However, the viewing, itself, of the self-nature’s
viewing, cannot be viewed. In any case, here, there is neither one who knows, nor one
who doesn’t know. This is because the body [体] of self-nature is without appearance or
shape [無相無形] and is non-attainable. This “non-attainability” [不可得] is known as
“non-viewable” [不可見].180 Then, surely one would question, “In that case, from
whence does the differentiated functioning of all actor/receiver-based [relationships]
arise?” And, if one does [ask such], the story goes back to the beginning.
The crux of the issue is in the section: “Although it cannot be seen, it is seen perfectly”
[不可見にして、しかも了了として見あり]. 181 If this were to be rephrased in a

translation into English forces the translator to insert certain information that was not grammatically
present in the original. In this particular case, the subject is left unstated; but, from context, one can
interpret the subject as a vague, conceptualized “doer” of an unstated verb. And, as the object of the
verb is also left unstated, one must render it as the “receiver” of the action, or, even, as the “content”
of the action: i.e., its “doing.” Within its original cultural context, one could render 能所 as
“subject/object,” “actor/receiver,” “that which acts, the action, and that which is acted upon,” or,
simply, “dualism.”
179

頓悟入道要門論, upper volume: “喻如明鑑中雖無像。能見一切像。何以故。為明鑑無心故。”

(西谷, 柳田 [eds], 1972: 186) / (X63, p. 18b, l. 17–18)
180

The preceding two sentences are Suzuki’s loose translation of text from 頓悟入道要門論.

However, in the original, the text is structured in a question and answer format while Suzuki’s
translation merges the two sections into a simple statement. I have labeled the original quote with “Q.
1,” “Q. 2,” “A. 1,” and “A. 2,” in order to illustrate Suzuki’s translation methodology. 頓悟入道要

門論, upper volume: “問, 「涅槃經金剛身品, {Q.1} 不可見, 了了見。{Q.2} 無有知者, 無不知
者云何？」 答, {A.1} 「不可見者, 為自性体無形。不可得故, 是名不可見也。然見不可得者,
体寂湛然。無有去來, 不離世流, 世流不能流, 坦然自在, 即是了了見也。{A.2.} 無有知者, 為
自性無形。本無分別。是名無有知者。無不知者, 於無分別体中具有恒沙之用。若能分別一切,
即無事不知。是名無不知者。般若偈云, 般若無知, 無事不知, 般若無見, 無事不見。
」” (西谷,
柳田 [eds], 1972: 187) / (X63, p. 18b, l. 22 to p. 18c, l. 4)
181

This phrase can be seen, for example, in the “金剛身品第五” chapter of 大般涅槃経： “非定非

不定。不可見了了見。無處亦處。無宅亦宅。” (大正新脩大蔵経刊行会, 1962–1969, 622–23) /
182
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Christian manner it would become “In the period before creation why did the thought of
‘let there be light’ arise in the heart of God?” All of creation, in Heaven and Earth, came
out of this one instant of thought [一念]. This “one instant of thought” is the “one
instance of viewing” [一見] we are talking about here. It is the reflective cognizance of
right now. From the perspective of God himself it is a matter of no consequence; it is
only humans that say “that will not do” and persist in making a great noise about
investigating the matter. No form of creation other than humans questions, or doubts, or
tries to see: they just go on with their lives of simple activity [行為そのもの]. In the
case of humans, however, even if they ask these questions, who knows if they really
have the power to give an answer? Or, is it not that “seeing perfectly” [了了見] exists,
contradictiously, precisely in that place of non-asking—in none other than the “cannot
be seen” [不可見]—itself? God’s words and decrees and such are handed down in the
Bible; but, in regard to God’s so-called “frame of mind”—that is to say “this
spontaneous arising of thought” [忽然念起]—it doesn’t tell us anything. Why did this
one instance of thought, “Let there be light,” suddenly work through God, coming from
nowhere and for no reason? People may ask questions from the human standpoints of
relativity, dualism, or objectivity, but no answers will come out of questions such as
these. It is surely something that is only decided by jumping right into the heart of God
himself. And, here we have Tazhu Huihai with the following:182
Now, this [concept of] “viewing” is not discussed in terms of the presence or
absence of an object. This is because the observation of the nature [見性]
continues eternally uninterrupted [常時不斷に連續してゐる]. While there is an
object, there is viewing. While there is no object, there is viewing. The eternal
nature of viewing is not concerned with whether objects exist or not, nor whether
they are present or not.183 This is known as right-viewing [正見]; it is also known
as the viewing of non-viewing [不見の見].184
(T12, p. 623a, l. 1)
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Suzuki draws two different sections of the original quote to form his translation here.
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頓悟入道要門論, upper volume: “今言見者, 不論對物與不對物。何以故, 為見性常。故有

物之時即見, 無物之時亦見也。故知物自有去來, 見性無來去也。” (西谷, 柳田 [eds], 1972:
183

付録———大拙の基本思想

Summary speaking, one can say that Baizhang’s “reflective cognizance of right-now” is
the “great perfect mirror knowledge” [大圓鏡智]185 of Buddhist philosophical study.
This knowledge [智] is not something that can be understood through the world of
intellectual discrimination; but, when this [world] is transcended, it appears perfectly
[了了として] and in an instant of thought [一念の上に]. But, when one says “appears”
[現はれる] or “is visible” [見える], it is already too late to see it there. And, so, it
cannot be seen. But, due to its eternal nature, seeing exists in perfection. The “seeing”
[見] of “cannot be seen” [不可見] is relative, actor/receiver, and subject/object-based.
In contrast, the seeing of “seeing perfectly” [了了見] is absolute, transcendental, and
autonomous. When one says things like “autonomous” [自爾的], it is likely to be
intellectualized as if it there were a specific discrete existence [to which it
corresponded]. But, when it is thought of in that way, it is instantly no longer itself. That
is to say, it has lost its autonomy and its absoluteness. If it is not apprehended
experientially [覰捕 “bodily”] it cannot be understood. It is not something that can be
discussed as “this or that” at the level of conceptualization.
Whether one says “viewing” [見] or “knowing” [知], both [describe] exactly the same
phenomenon. In the sutras they are used together as [the compound word] “know-view”
[知見]. When 知 ([Skt.] jñāna) is used on its own it may be interpreted as being a
regular expression within the context of epistemology, so 見 ([Skt.] darśana) is added,
resulting in the word “know-view” [知見], that is, “buddha-insight” [佛知見]. Even
with “know-view” there is still something lacking, so as we enter into the Song period
we see the emergence of words such as “observe-acquire” [覰取], “observe-apprehend”
[覰捕], and “breaking/smashing-through observation” [覰破]. The character 覰 is not
likely to appear in a regular dictionary; however, in this context, a psychology-style
188) / (X63, p. 18c, l. 13–15)
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頓悟入道要門論, upper volume: “問, 「云何是正見？」 答, 「見無所見, 即名正見。」” (西

谷, 柳田 [eds], 1972: 189) / (X63, p. 19a, l. 16)
185

In the fourth chapter of The Manual of Zen Buddhism, “Yoka Daishi’s ‘Song of Enlightenment’,”

Suzuki translates 大圓鏡智 as “mirror-intuition.” (1935: 109, fn. 2)
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word [such as 覰] is more fitting than a conceptual-style one. As gōngàn [公案; Jp.
kōan] Zen was entering the peak [of its popularity] there was a move toward the use of
more “emotionally sturdy” language. Words such as “seeing in detail” [覰看], mean
“having a glimpse” [瞥見] or “taking a glance” [一瞥], etc., describe what it is like to
[view] the eternal nature in an instant of thought. When this is experienced, it
accompanies the psychological phenomena designated [in Zen literature such as the
Dàhuì yǔlù 『大慧語録』] as “pēndeyīfā” [噴地一發] or “huòdeyīxià” [㘞地一下].186
Either way, these phrases describes a previously unknown self-arising affirmation that
comes upon one suddenly and unexpectedly and makes one cry out, “Yureka!” Used in
the place of the conceptual/abstract “to know” [知] or “to wisely discern” [智], [these
phrases] describe the road leading to the concrete/experiential “viewing” [見].
3
Writing from an epistemological perspective on the above fundamentals [端的]—such
as “seeing the self- nature,” “reflective cognizance,” and “viewing the nature”—[the
discourse] will typically develop as it has here. If this is viewed from an ontological
perspective, the “right-now” of seeing the self-nature is “the one truth” [一真実]. There
is no way that something such as “the one truth” or “the one true truth” [一真貞実], etc.
could exist as a concrete object [実体] that is subject to [perception by] the physical and
intellectual senses. It is the perfect seeing of the non-seeable [不可見の了了見]:
thinking that it is there and trying to grab hold of it is as impossible as trying to catch a
catfish with [the outside of a slippery] gourd [瓢簞鯰].187 If you say it exists [有], it
exists; if you say it doesn’t exist [無], it doesn’t. If you say it is such [恁麼], it is such;
if you say it is not such [不恁麼], it is not such. As it is [constantly shifting] like this
186

“噴地一發” and “㘞地一下” are ideophones implying a sense of sudden and forceful rushing

outward. In the fifth chapter of 新アジア仏教史 07 中国 II 隋唐: 興隆・発展する仏教, “禅宗の
生成と発展,” Ogawa Takashi describes “噴地一發” as referring to an explosion of consciousness
(“意識の激発を指すもの”). (小川, 禅宗の生成と発展, 2010: 327)
187

The concept of 瓢簞鯰, as, for example visually depicted the “瓢鮎図,” etc., is a metaphor for

the difficulty of gaining an insight into the truth of reality.
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there is no way that it can be held, and one might say that its essence is opaque and
ambiguous. The first time, in the history of Zen, we see [the words] “one true reality” is
in the T’ang period, as Zen was only just beginning to take hold. If one glances through
the precedents leading up to the pronouncement of this phrase, there are many cases to
which one might refer. See the following:
Shítóu [石頭希遷, Shítóu Xīqiān (710–90)] was a contemporary of Māzǔ, both of
whom were active in the 8th Century. Among his disciples there was one known as
Yàoshān Wéiyǎn [藥山惟儼] (745–828 CE). The first time he [Yàoshān] visited Shítóu
Xīqiān he posed the following question:
“In regard to Buddhism, as far as from what can be seen in the scriptures, I feel
that I have well understood their meaning. However, there remain points I do not
clearly understand about the Southern teachings of ‘direct pointing to the heart of
man’ [直指人心] and ‘seeing the nature and becoming a buddha’ [見性成佛]. I
would be most honored to receive your instruction.”
Shítóu replies:
“You cannot say that it is, you cannot say that it isn’t, nor can you say that it both
is and is not. How say you?”
There was nothing here for Yàoshān to grasp on to, so he said “I do not
understand”; to which Shítóu replied:
“In that case, go and see Māzǔ. He may have some teachings for you that are
easier to understand.”
Thus Yàoshān reverently paid his respects [to Shítóu] and went to Māzǔ and
asked his question again.
(Here, there is something to which I would like you to pay careful attention. Māzǔ and
Shítóu were the two great masters of that period—with Māzǔ in Jiāngxī [province] and
Shítóu in Húnán [province]. I’m not sure how far apart they were actually living at that
time, but in any case travelling was nowhere near as easy as it is today. Thus, we know
that Yàoshān’s trip from one to the other would have undoubtedly come at the cost of
186
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much time and hardship. We must keep this point in mind.)188
Māzǔ replied thus:
“Sometimes I make him lift his eyebrows and blink his eyes. Sometimes I don’t.
Sometimes when he does it I say, “That’s it!” Again, at other times, I’ll refuse to
say that it is right when he does it. What about you?”
Upon hearing this, an awakening came to Yàoshān, and he prostrated himself
before Māzǔ. One day, after three years had past, Māzǔ inquired of Yàoshān,
“How are you getting on?” Yàoshān replied:
“The skin has utterly fallen away; there is only the one truth [that remains].189
188

This bracketed section in the middle of the quotation contains Suzuki’s own comments.

189

See “江西馬祖道一禅師語録,” in, for example, 四家語録, vol. 1: “藥山惟儼禪師, 初參石頭。

便問, 「三乘十二分教, 某甲粗知, 常聞南方直指人心見性成佛, 實未明了。伏望和尚慈悲指
示。
」頭曰, 「恁麼也不得, 不恁麼也不得, 恁麼不恁麼總不得, 子作麼生。」山罔措。頭曰, 「子
因緣不在此。且往馬大師處去。
」山稟命, 恭禮祖, 仍伸前問。祖曰, 「我有時教伊揚眉瞬目, 有
時不教伊揚眉瞬目, 有時揚眉瞬目者是, 有時揚眉瞬目者不是, 子作麼生。」山於言下契悟, 便
禮拜。祖曰, 「你見甚麼道理便禮拜。
」山曰, 「某甲在石頭處, 如蚊子上銕牛。」祖曰, 「汝
既如是, 善自護持。
」侍奉三年。一日祖問之曰, 「子近日見處作麼生。
」山曰, 「皮膚脫落盡,
唯有一真實。
」” (藍, 禅宗全書巻三九, 1990: 76) / (X69, p. 5a, l. 20 to p. 5b, l. 6).
Interestingly, Suzuki omits the following, well-known, phrase from his translation: “祖曰,
「你見甚麼道理便禮拜。
」山曰, 「某甲在石頭處。如蚊子上銕牛。
」祖曰, 「汝既如是。善自
護持。
」”（X69, p. 5b, l. 3–5). In his introduction to 一真実の世界 (pp. 3–5), Suzuki gives a more
faithful Japanese translation of this passage, although he still abbreviates it somewhat. In the “禅の
世界” chapter of the same work he gives a detailed explanation of his understanding of the concept
“一真実.” (鈴木, 1941, 1969: 73–81).
In Living by Zen Suzuki translates as follows: “ Baso replied: ‘Sometimes I make him raise
the eyebrows or twinkle the eyes; sometimes I make him not do that; it sometimes goes very well
with him when he raises the eyebrows or twinkles the eyes; it sometimes goes very wrong with him
when he does that.’ The statement at once opened Sekito’s [sic.] eye to the truth of Zen, but he did
not know how to express himself; all that he could do was to bow to Baso with due respect.
Remarked Baso, ‘Why this bowing, Yakusan?’ ‘When I was at Sekito’s it was like a mosquito biting
an iron bull.’ This was all Yakusan could say in way of response.” (1950, 1972: 136–37)
The character “伊” in the original Chinese text is of particular interest. It can stand in place
of a variety pronouns, but is most commonly translated as “this,” “that,” “him,” or “I”: meaning that
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The thing referred to here as the “one truth” has an extremely deep meaning. The word
truth [真実] contrasts with falsehood [虚偽] and seems as if it is a logical [concept],
however, the 実 [part of the word] means “the final fact” [最後の事実] or “the
ultimate existence” [絕対の存在]. It is the “one thing” [一物] that has no before or after,
just as it is with the very existence of God, himself. It is none other than “your original
face since before your parents gave birth to you” [父母未生以前の本来の面目]. It is
the “final affirmation” [最後の肯定] that is there after making the ultimate break from
good and evil, is and isn’t, and yes and no. It is “the flash of thought in which that
which is most concrete is seen in that which has been made most abstract” [最も抽象せ
られたところに、最も具体的なるものを見る一念]. It refers to the very home of
“self” [自], itself—as we see it in words such as “natural” [自然], “omnipresent” [自在],
“self-deriving/free/jiyū” [自由], and “self-suchness” [自爾].190
The character 心 [heart/mind] is used to mean many things, but in Buddhism [the
word] “無心” [no mind] often appears. It is used in contrast to “having mind” [有心].
“Having mind” is holding something there behind its back. It has intentions; it has
objectives: it hides its plotting nature of “if I do this, then this will happen.” No-mind is
the opposite of this and describes action that is instinctual, reflexive, and unconscious. It
is [what they are speaking of] when they say things like, “coming out of the cave with
the cloud-like no-mind” [雲無心而出岫]191 or “absence of wrong thought” [無思邪].
the actor of the verbs in this passage (i.e. blinking, etc.) is rendered ambiguous. While some
translators, such as Andrew Ferguson in his Zen's Chinese heritage: the masters and their teachings,
take it to mean “I” (2000: 107), Suzuki interprets it as a third person marker. As 伊 is preceded by a
causative form 教, indicating that there are two actors in the sentence (especially because the
pronoun for “I,” 我, already appears as the main subject of the sentence), i.e., one to act, and one to
make him do so, Suzuki’s translation appears to imply some “other self.”
190

Note that above I also translate 自爾 as “autonomous.”

191

See “再住浄慈禪寺語録” in, for example, 如浄和尚語録: “望日, 上堂, 「雲無心而出岫。四

年前昨日是今日, 水有時而迴淵。四年後今日是昨日。」以拂子打圓相云, 「若向者裡薦得, 年
年是好年, 日日是好日。」且道, 「以何為験。」水雲相會笑呵呵, 笑滿風光沒奈何。” (藍, 禅
宗全書巻四五, 1990: 456) / (T48, p. 126b, l. 15–19)
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In some senses it is like a form of perfect ignorance; but, when we say no-mind it is not
necessarily a principle of being [unfeeling] like a rock or a tree. It encompasses an
infinite “functioning,” but is empty, just like zero. It is a circle [圓相] with no
circumference: this is what is known as “no-mind” or “no-thought, no-conceptualization”
[無念無想], etc.192 In technical Buddhist terminology it is rendered many ways, for
example, “non-arising/non-living mind” [不生心], “non-abiding mind” [無住心], and
“intrinsically awakened” [本覺]. This may be thought of as viewing one’s nature [自性
見], where viewing is the nature and the nature is viewing.
It seems the discussion has become somewhat psychological once again; but, in reality,
if one attempts to explain “the only-one truth” [ただ一つの事実] analytically, in all
sorts of ways, like a philosopher, things become—on the contrary—even more
confusing. Surely it is quicker to, instead, get the job done like those Zen men of
old—with a whack of the stick and a shout [一棒一喝]. However, there is something
192

The concept of a circle (圓相) with no parameter is one that appears frequently in Suzuki’s work.

In “Zen: A Reply to Hu Shih,” an article published in 1953 in Philosophy East and West (vol. 3 no. 1
pp. 25–46), Suzuki explains the concept as follows: “Mathematics has this: 0=0, l=l, l+l=2, and so
on. Zen has these too, but it has no objection to the following either: 0=l, 0=2, 1+1=3, etc. Why?
Because zero is infinity and infinity is zero. Is this not irrational and beyond our comprehension? A
geometrical circle has a circumference and just one center, and no more or less. But Zen admits the
existence of a circle that has no circumference nor center and, therefore, has an infinite number of
centers. As this circle has no center and, therefore, a center everywhere, every radius from such a
center is of equal length—that is, all are equally infinitely long. According to the Zen point of view,
the universe is a circle without a circumference, and every one of us is the center of the universe. To
put it more concretely: I am the center, I am the universe, I am the creator. I raise the hand and lo!
there is space, there is time, there is causation. Every logical law and every metaphysical principle
rushes in to confirm the reality of my hand.” (Suzuki, 1955, 2013: 153)
In Zen and Japanese Culture (1959), Suzuki discusses the concept of no-mind in connection with the
art of swordsmanship: “Have the mind devoid of all fear, free from all forms of attachment, and it is
master of itself, it knows no hindrances, no inhibitions, no stoppages, no cloggings. It then follows
its own course like water. It is like the wind that bloweth where it listeth. It can further be likened to
a circle whose center is everywhere as it has no circumference. Ontologically, the Buddhist
philosophers call it a state of emptiness (śūnyatā).” [Suzuki, 1959, 1993: 144]
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about humans that makes them unable to comprehend [the truth] by those means alone,
so one must press on somehow with words and grow more branches on the old ones.
The heart of the issue lies in apprehending the one point [一點]: “this.” However, what I
must always hasten to repeat, over and over, is that this one point, “this,” is not the point
[one is referring to] when speaking in terms of finitude, comparison, or contrast. That is
to say, at the moment when a point that is not a point, is called “a point,” it is already a
point that is not that point, i.e., it has a paradoxically self-identifying character whereby
it is denied through affirmation, and affirmed through denial. If this is not understood,
one will not be able to understand anything that has been said here. It must seem [to
them] to be nothing more than a series of contradictions. Philosophers absolutely must
die once: if they do not “live while being utterly dead” it will not do.193 Having done
that, they must be reborn. They then can become a true “thinker” for the first time. In
the East, we may not have had what are today referred to as “philosophers” [哲学者],
、
but we did have “thinking people” [哲人]; and, there was a “knowledge seeking” [學問]
that was inseparable from these “thinkers.” In the future it is our urgent duty [急急如律
令] to employ Japan—no, the world—in [making possible a] “humanizing” [人づくり]
that combines both [wise] thinking and [critical] philosophizing.194

193

A play on the phrase “生きながら死人となりてなり果てて心のままにするわざぞよき”

from 至道無難禅師仮名法語. Suzuki also quotes this phrase on page 403 of his 金剛経の禅
(1968). In Living by Zen he translates it into English as: “While living, be a dead man, thoroughly
dead; Whatever you do, then, as you will, is always good.” (1950, 1972: 124). He explains his
understandng of the phrase as follows: “To be living and yet to be dead, or to be dead and yet to be
living, is, as far as our logic goes, an impossibility; but this impossibility is asked by the Zen master
to be put in practice; and it is said that when this is practised all our deeds are appraised good. But it
is good to remember that before this impossibility becomes practicable one has to go through all the
experiences suffered by Bankei and other Zen masters. That the door opens to our knocking is no
easy task; our whole existence must first be thrown down at the door.” (125)
194

Note that the word “philosophy [哲学],” in the sense in which it is employed in the West, was a

comparatively late addition to the Japanese language. When the concept of so-called “Western”
philosophy was first introduced to Japan, it was represented with the characters 哲学: the first
character, 哲, historically being utilized to express concepts such as wisdom, clarity, and
appropriateness; and, the second, 学, meaning “to study.” Although the collocation 哲学 (study of
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4
Here, I return to the original discussion.
If [we] stop [留] our hearts on one point [一點], focus our eyes [見] on one object [一
物], and know [知] one thing/event [一事], we will forget how to step outside of one
thing/one object/one point; and, no matter what, our perceptions will become limited
and the “working” of jiyū cannot arise from therein.195 We must realize that the limited
“one” [or, “{linguistically-} qualified particularized phenomenon”] is none other than
infinity in its entirety [無限の全体]. As long as we are limited, we will be restricted no
matter which way we turn. We must leap out onto the one path of no impedance [無礙
の一道].196 I used the words “infinity in its entirety,” but if this thing of entirety is
thought of as a singular “thing” that is outside the “this and that” of the finite it becomes
something limited in exactly the same way that that “this and that” are limited, and,
consequently becomes a something that stands in opposition to the finite “this and that.”
This opposition must be overcome [by leaping] cross-wise [ 横 超 ]. 197 Not a

wisdom/knowledge) did not exist, the word 哲人 (person of wisdom/knowledge/dutifulness) did.
Thus, what Suzuki is saying here is that what the world needs is a combination between what he saw
as the learnedness of the (Western-style) philosopher/scholar and the wisdom and dutifulness of the
(Eastern-style) man of knowledge.
195

In Zen and Japanese Culture, Suzuki takes up this concept of “心を一點に留める” and refers to

it as “stopping” in his chapter on “Zen and Swordsmanship.” There he compares the fluid physical
movements in perfected swordplay to the apprehension on reality in one who has seen into the truth
of reality. (1959, 1993: 93–110)
196

See chapter seven of 歎異抄: “念仏者は無碍の一道なり。そのいわれ如何とならば、信心

の行者には、天神地祇も敬伏し、魔界外道も障碍することなし、罪悪も業報を感ずること
あたわず、諸善も及ぶことなき故に無碍の一道なり、と云々。” (唯円, 1978: 629)
197

See 仏説陀羅尼集経, vol. 2, Atikūṭa’s translation, “藥師琉璃光佛印呪,” part 25: “是法印呪。

佛在維耶離音樂樹下, 與三萬六千人, 俱及十二神王并諸眷屬, 天龍八部大神王, 在如是等大
眾會中, 說是法已, ‘大眾皆聞無不歡喜, 是即名為結願神呪。若有受持, 能拔身中過去生死一
切重罪, 不復經歷三塗, 免離九橫超越眾苦, 十方世界隨處安樂自在無礙。」” (大正新脩大蔵経
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straight-forward leap [ 豎 超 ], but a “cross-wise” one. This is the continuity of
non-continuity. Thus, if this matter [此間] is not personally and bodily experienced,
nothing will be understood. One must not forget that this is the basis of everything I
have discussed up to now.
Paradoxes in logic are, summarily speaking, the product of conceptual analysis. When
concrete truth, itself, is directly seen into, paradox is no longer paradox. When the
logician is told that “because nothing is known there is nothing that is not known, and
that because nothing is seen there is nothing that is not seen,”198 he flies at you in a rage
exclaiming, “There is no such thing!” That is all that can be expected. If one does not
put it into words [for him], he says that he cannot understand; but, if one does put it into
words, he gets all caught up in them. When caught up thus, it all just becomes
never-ending nonsense. These creatures known as human beings certainly are a
、、、、
vexatious bunch [厄介なしろもの ]! But, it is our vexatious-ness that makes us
interesting; human lives are far from worthless [捨てたものでない].
(Incidentally, in Baizhang and co’s time, people that grasped on to words, cherished
discriminating views of being and non-being, gave themselves up to attachment, and did
not know how to see outside of the three prepositions [三句] were known as “those that
carry shit” [運糞人], and those that were not like this were known as “those that do
away with shit” [除糞人].199 It is a strange way to say it, but when you consider the
matter, it kind of fits here. One must not despise words and distance themselves from
discrimination just because of this, however. At the end of the day, both [words and

刊行会, 1988–1989: 799) / (T18, p. 799b, l. 24 to p. 799c, l. 1)
198

See 大般涅槃經, Vol. 3, “金剛身品第五”: “無有知者無不知者, 無有見者無不見者。” (大正

新脩大蔵経刊行会 1971, 623) / (T12, p. 623a, l. 18）
199

See “百丈懐海大智禅師” in, for example, 古尊宿語録, Vol. 2: “問, 「二十年中常令除糞, 如

何？」師云, 「但息一切有無知見, 但息一切貪求, 箇箇透過三句外, 是名除糞。祇如今求佛
求菩提, 求一切有無等法, 是名運糞入, 不名運糞出。祇如今作佛見, 作佛解, 但有所見・所
求・所著・盡名戲論之糞, 亦名麤言, 亦名死語。如云大海不宿死屍, 等閑說話, 不名戲論。
」”
(賾, 1994: 23–24) / (X68, p. 11a, l. 19–24)
192

付録———大拙の基本思想

discrimination] play an important role in human life.)
I think I touched on this a little earlier as well; but, when it comes to either getting away
from, or penetrating through, Baizhang’s three clauses, or three step-style thought, I
believe it will be clearer if I explain as follows:
As human beings, living the way we do, we are always being restricted to some extent
from four directions: political, economic, psychological, and physical. We feel that we
somehow lack freedom; that things seem unnatural. This is what makes us feel generally
ill at ease. We desire to get away from this and live our lives freely, creatively, and with
self-determination. Whether or not we are entirely aware of it, it is the human way of
life to be constantly holding on to some feeling of anxiety [煩悶], worry [懊悩], distress
[憂心], or insecurity [不安]. And so, we attempt to somehow get away from these
restrictions. This is the first step. Then, one does things like finding oneself a teacher, or
thinking things over to oneself, and then comes to some sort of intellectual realization.
This is the second step. Next, one becomes attached to that mental object and the feeling
comes upon one that there is something that one understands; that one has become
enlightened. When this happens one tries to hold on to that feeling. This attachment is
different to the first one; but, as far as “being an attachment” is concerned, it is the same
sort of thing. This goes on to form the basis of further distress and restricts one’s innate
freedom. Then, as the third step, one must also escape from this attachment. If not, it is
impossible for one to fully attain real freedom, real self-determination.
If one is able to overcome the third step in this way as well, a “jiyū as the base” [自由の
分] or an “independent jiyū as the base” [自由獨立の分] becomes possible for the first
time. Here one attains to a [perfectly] free mobility [去住自在] where one lives when
need be and dies when need be; one neither seeks for the Buddha, nor fears demons; one
[freely] enters into paradise or goes into hell.200 If the meaning of “[perfectly] free
200

Part of this sentence is a loose translation from “百丈懐海大智禅師” in, for example, 古尊宿語

録, vol. 2: “嗟！見今日所依之命, 依一顆米・一莖菜, 餉時不得食飢死, 不得水渴死, 不得火寒
死。欠一日不生, 欠一日不死, 被四大把定。不如先達者, 入火不燒, 入水不溺。倘要燒便燒, 要
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mobility” is understood, it also becomes possible, for the first time, to say “heart like a
tree or stone” or “heart like a void.”201 If trees and stones and the void are viewed in
terms of relativity they are nothing alike. However, in reality, if they are directly viewed
in terms of a subjectivity that is not ensnared by the realm of all that exists and all that
does not, [it can be seen that] there is something that is heartless as a tree or a rock and
vastly empty as a void. And, that place of no-mind and no-heart—where the
non-existence of holiness [無聖] exists as a crisp limitlessness [廓然]—it is from there
that the buddhas jump into the midst of sentient beings.202 Ignoring paradise, one
throws oneself right into the miserable pit of hell without looking back.
5
In the Lotus Sūtra we find the following passage. (Seek not for knowledge; seek not for
insight; to become a Boddhisatva desire not; be utterly ordinary; be as the tree or stone.
It is from here that the Great Activity of Great Compassion and Great Pity is embarked
upon and a life of non-premeditation [無功用の生活] may be carried on. This comes to
light through the one thought of reflective cognizance of the here and now—it is that
which is known as “rolling freely” [轉轆轆地]).203 It appears in the [tenth] chapter of

溺便溺, 要生即生, 要死即死, 去住自由, 者箇人有自由分。心若不亂, 不用求佛求菩提涅槃。
若著佛求, 屬貪, 貪變成病, 故云佛病最難治。謗佛毀法, 乃可取食。” (賾, 1994: 22) / (X68, p.
10b, l. 13–18)
201

Part of this sentence is a loose translation from “百丈懐海大智禅師”: “此土初祖云, 「心心如

木石」
。三祖云, 「兀爾忘緣」
。曹谿云, 「善惡都莫思量」。先師云, 「如迷人不辯方所」。肇
公云, 「閉智塞聰, 獨覺冥冥者矣」
。文殊云, 「心同虛空故, 敬禮無所觀。甚深修多羅, 不聞
不受持」
。” (賾, 1994: 29) / (X68, p. 13c, l. 6–9)
202

“無聖” and “廓然” refer to the story of 達磨 in the first case of 碧巌録: “擧: 梁武帝問達磨

大師, 〔説這不喞𠺕漢〕
「如何是聖諦第一義？」
〔是甚繋驢橛〕磨云, 「廓然無聖。
」” (圜悟, 雪
竇, 2005 [Upper Vol.]: 36) / (T48, p. 140a, l. 17–18). In his partial English translation of 碧巌録
Suzuki gives 廓然無聖 as “vast emptiness and nothing holy.” (Suzuki, “The Hekigan-roku (Pi-yen
Lu),” 2012: 8)
203

The text Suzuki gives here in parentheses appears at first glance to be a reference to a classical

source but it is in fact Suzuki’s rough summary of the previous paragraph, arguably disrupting the
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the Lotus Sūtra, “The Preacher.” The question is asked how fine ladies and gentlemen
should preach the Lotus Sūtra. And in answer, we have:
Men and ladies of good families, you are to enter into the Tathāgata’s room, put
on the Tathāgata’s robe, and sit in the Tathāgata’s seat. Then, one should widely
preach this sūtra for the benefit of the four classes of devotee. The Tathāgata’s
room is the heart of great compassion for all sentient beings. The Tathāgata’s robe
is the heart of gentle perseverance. The Tathāgata’s seat is the emptiness of all
elements of existence. Being at peace with residing in this place, and maintaining
an untiring heart ever after, widely preach this Lotus Sutra for the benefit of all
Boddhisattvas as well as for the four classes of devotee.204
This [quote above] is an easy-to-read Chinese text, and it seems, judging from the
words, to be about the sort of approach [or mindset {心得} one should take in] reading
the Lotus Sūtra. However, in reality, this does not mean [that one should just] read
through the words of the sūtra one after the other. This volume, known as the
Miàofǎliánhuájīng [The Wondrous Dharma Lotus Flower Sūtra『妙法蓮華經』] is, in
actuality, an intersection between space and time, weaving together all the myriad
aspects of existence, that is none other than the very stage on which human life is
played out. It [the approach or “mindset” appropriate to the text] is the mindset one has
while playing out this daily pantomime of life and death. The first approach [we must
adopt] in perceptively reading [讀破] into those great letters [大文字] that are bustling
with life [活潑潑地] is: to sit in “the seat of emptiness”; to thoroughly plumb the one
、、、、 、、、、
flash of thought that is “right now, right here” [ただいま・ただここ]; to completely and
utterly become nothing more than a regular layman; and, in the room of

flow of the narrative somewhat.
204

Suzuki here draws on the “法師品第十” section of 妙法蓮華経. See for example Kumarajiva’s

translation： “是善男子, 善女人。入如來室, 著如來衣, 坐如來座, 爾乃應為四眾廣說斯經。
如來室者, 一切眾生中, 大慈悲心是。如來衣者, 柔和忍辱心是。如來座者, 一切法空是。安
住是中, 然後以不懈怠心, 為諸菩薩及四眾, 廣說是法華經。” (鈴木, 東洋的な見方 , 1963,
1970: 251–52) / (T9, p. 31c, l. 23–28)
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spontaneously-welling Great Compassion and Empathy—putting on the Great Skillful
Means [大方便] robes of temperance and perseverance—do the work of the “creator”
that is self-arising [自由, “free”], self-abiding [自在, “perfectly placed no matter the
location”], self-ruling [自主, “master of oneself”], and auto-actualizing [自然, “existing
in accordance with nature”]. This is the life of a human being that lives “solely as they
are” [このまま].
Alternatively, it is said, “Human beings are, whatever is said, a sinful existence. We,
who have lived up until now pilling up sin-karma upon sin-karma for thousands and
tens of thousands of kalpa [劫], are without doubt bound to end up in hell.”205 Thus it is
said. However, on the other hand, it is also taught that no matter how serious a criminal
one is, if one is able to sincerely pronounce “Namu-Amida-Butsu” [なむあみだぶつ,
“Hail Amitābha Buddha!”] just once, one’s being [身]—just as it is—will instantly, at
that exact moment, be saved by the power of Buddha’s Original Vow [本願]. How
might we resolve this paradox?
To my way of thought—and this thought is none other than the power of the Original
Vow, itself, which we are innately endowed with, and is one in the same with the power
of the Original Vow of Great Compassion and Empathy—it [i.e., the paradox] is
something which gushes forward from this place [i.e., the Original Vow]. Because of

205

It appears that Suzuki may have had Shinran’s 教行信証 and Siksananda’s translation of the 地

蔵菩薩本願経. See, for example the “利益存亡品第七” section of the 地蔵菩薩本願経 (lower
volume): “若有男子女人, 在生不修善因, 多造眾罪, 命終之後, 眷屬小大為造福利一切聖事。
七分之中, 而乃獲一, 六分功德, 生者自利。以是之故, 未來現在善男女等, 聞健自修, 分分已
獲。無常大鬼, 不期而到, 冥冥遊神, 未知罪福, 七七日內, 如癡如聾。或在諸司, 辯論業果, 審
定之後, 據業受生。未測之間, 千萬愁苦, 何況墮於諸惡趣等？是命終人, 未得受生, 在七七日
內, 念念之間, 望諸骨肉眷屬, 與造福力救拔。過是日後, 隨業受報, 若是罪人, 動經千百歲中,
無解脫日。若是五無間罪, 墮大地獄, 千劫萬劫, 永受眾苦。復次，長者！如是罪業眾生, 命
終之後, 眷屬骨肉, 為修營齋, 資助業道。未齋食竟, 及營齋之次, 米泔菜葉, 不棄於地。乃至
諸食未獻佛僧, 勿得先食。如有違食及不精勤, 是命終人, 了不得力。如精勤護浄, 奉獻佛僧,
是命終人, 七分獲一。” (大正新脩大蔵経刊行会, 1988: 784) / (T13, p. 784b, l. 9–25)
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this, the aforementioned paradox allows for both prepositions to be true.206 If they say
that we are bound for hell, proclaiming thus directly affects us by distancing us from
that [result of “going to hell”]. Precisely because it is sin-karma, sin-karma dies away.
This great paradox of man—this great paradox of human existence—is resolved in the
flash of thought that is Baizhang’s “reflective cognizance of right-now” [祇如今鑑覺]:
in the true physical acquisition [真実体得] of the [ultimate] “here-now” in that
モ ー メ ン ト

eka-kṣaṇika moment [一刹那].This is called “truly empty, yet marvelously functioning”
[真空にして妙用].207 In the “Pǔmén pǐn” [普門品] [“Chapter of the Universal Gate”
of the Lotus Sūtra] it says, “[Bodhisattva Avalokitêśvara is endowed with] true seeing,
pure seeing, wide and grand prajñā-wisdom [廣大智慧観] seeing, compassionate and
empathic seeing [ 悲 観 及 慈 観 ]. One should ceaselessly pray to and worship”
[Avalokiteśvara].208 Great Compassion and Great Empathy [大慈大悲] comes out of
Great Wisdom [大智], and Great Wisdom is none other than Great Compassion and
[Great] Empathy, itself. In this identification of compassion and wisdom [悲智一如]
there is the eternally abiding Original Vow [常住久遠の本願]. Also embedded deep
、、
within here is a true, sincere feeling of humble gratitude and awed insignificance [あり
、、、
、、、、、、
がたくしてもつたいない真情]. The Buddhist faith [信心, “believing-heart”] both
begins at this point and ends at this point. And, those things of “ultimate depth” [最深],
“ultimate profundity” [最玄], and “ultimate mysteriousness/marvelousness” [最妙] in
what we call “things Eastern” all reside together in this place.
6

206

That is to say, both statements are simultaneously, yet paradoxically, true. I.e., (1) human beings

are inherently sinful and bound for hell; and, (2) no matter the extent of one’s sinfulness one may
still be saved by the power of Amida’s Original Vow.
207

The phrase “真空而妙有” can be seen in 金剛經法眼懸判疏鈔 and 金剛經法眼註疏 .

Additionally, “真空妙用” can be seen in Vol. 22 of 景徳伝灯録 (in a question an unnamed monk
makes to 慧慈明識). However, the exact phrase Suzuki employs, “真空而妙用,” does not seem to
appear in CBETA or SAT, implying that it may be a neologism.
208

See the “観世音菩薩普門品経” section of 妙法蓮華経: “真觀清浄觀，廣大智慧觀，悲觀及

慈觀，常願常瞻仰。” (大正新脩大蔵経刊行会, 1971: 58) / (T9, p. 58a, l. 18–19)
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Hell is sometimes referred to as a “hub of gathered misery [集苦の停留所];” but, if we
view it epistemologically, we find that it [i.e. hell] is no other than the secret hideout [隱
所] of language, letters, discrimination, consciousness, concepts, and analysis. It is a
place that humans make for and go to of their own accord. It is not a prison [監獄] they
are sent to by someone else to make them pay for their crimes [罪]. Thus, when the time
comes, one is able to depart from there and open up a new fate for oneself.
Paradise [極樂] is where language and discrimination and the like fulfill their respective
roles appropriately and no longer attempt to invade other territories; and, it is there that
one first encounters one’s [true] home [家郷] and knows real peace of mind [安心]: that
is paradise. If, contrary to this, paradise were a place such as that expounded in the
Buddhist scriptures—i.e. a place where we are told to discard discrimination out of
hand—a human wouldn’t be able to stand it there for a single day. If one stayed there
for too long one would either end up becoming an imbecile [癡呆] or a puddle of water
in the [Lotus] Pond of Eight-fold Meritoriousness [八功徳池の水たまり]. Those who
are reborn into paradise either come straight back to this sahā world at the precise point
of birth [in paradise] or jump straight into the middle of hell and immerse themselves in
saving those who are sick in spirit [精神病者]—those who are plagued day and night
and made to suffer from the mental torment [that is born out of] that mischievous
[intellectual] discrimination [ いた づ らな る分別 ]. However, those elements that
constitute hell exist nowhere other than in this sahā world: [hell] is just another name
for sahā. Paradise is, most definitely, not a land where one resides long [永住の土].
What must also be understood is that there seem to be many who think that paradise is a
place one comes to having transcended the world of words and discrimination. That is
to say, there are many people that are fixed in the belief that paradise lies in the Ten
Million [Buddha] Lands of the West [西方十萬億土], far removed from this sahā world.
However, one must not forget that “transcendence” [超越] or “separation” [隔絕], etc.
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is not [referring to] a straight-forward leap [竪超], but rather a cross-wise [横超] one.209
One must also not forget that this [leaping] sideways does not mean to “leap sideways
out from,” but rather to jump right into the middle of it. As I mentioned before,
Báizhàng has his “three-step jump” [三段飛び]; but, according to Donran and Shinran’s
Pure Land stance, it is a “returning-ekō-style [還相廻向的な] sideways leap.” One does
not simply go out “sideways”—as that sideways movement immediately returns one
back to one’s original path. One may see this as two-steps or as three; either is fine. One
actually ends up right back where one started [元の木阿彌], as the regular layman one
already was, and becomes oneself, simply as he or she is [—no more, no less].

209

The theory of “crosswise leaping” in contrast to “straightforward leaping” is one on which

Suzuki places growing importance in his later works. Classical references to the concept may be
found in Mādhyamaka literature (i.e., in vol. 10 of 吉藏’s commentary on the
Mūlamadhyamaka-kārikā, 中觀論疏) and the terms 横超 and 竪超 (crossways [horizontal] and
straightforward [vertical] leaping) are used—though almost never in combination with one
another—in scores of Chinese Buddhist works. Possibly, the terms were first systemized and
discussed in relation to one another in 親鸞’s 教行信証. As Suzuki spent many years engaged in
the study of this text around the same time that he was writing the present essay it seems safe to
assume that Suzuki’s interpretation of these terms derives primarily from his understanding
Shinran’s work. In the English-language essay “Zen in T’ang and Sung,” dated circa 1962 (but not
published until 2011), Suzuki discusses 横超 and 竪超 in connection with the idea of sudden, as
opposed to gradual, enlightenment as follows: “‘Abrupt’ as I explained before does not mean here
‘suddenness’ or ‘unexpectedness’. It is changing from one order to another between which there is
no possible continuous transposition. This is known in the philosophy of the Shin school of the Pure
Land Sect as ‘crosswise leaping’ (横起, ōchō) in contrast to (forward leaping, 竪超: shūchō)
‘straightforward leaping’. There is no straight-line connection between the finite and the infinite.
[No matter] how long the finite may extend itself it can never attain infinity.... We talk about the
leaping from one order to another as if there were two orders one over the other or one above the
other. But this is just a simile to make the fact somewhat more comprehensible for the finite mind of
ours. In reality, as prajñā experiences, the finite itself is transformed into the infinite. No, this way of
speaking is misleading. The transformation that takes place is really no transformation, because the
finite itself is the infinite; it has been so from the beginningless beginning.” (鈴木, 1962, 2011: 128–
29)
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To say it yet another way, one goes back to the way one originally was; they return to
their innate humanity. “Returning,” here, is an important point. Without becoming a
buddha, without completely becoming a buddha, one becomes their original layperson
self. This is the Zen man’s “ordinary mind as the Way” [平常心是道]. What this means
is to eat when hungry and drink when thirsty. Sleep when tired, and work when one
awakes. One might ask how this differs from the life of a cat or a dog. It doesn’t really.
But, there is one very big difference, one as big as the difference between heaven and
せうじやう

earth [霄壤の差]. And, that is [the fact that] it is only humans that are enabled with self
awareness. They say that all things pass out of existence, but it is precisely there [in that
place where everything has been lost] that human life has its value. This must not be
forgotten.
It is said that an adult does not lose the heart of a child, and those who are given first
entry into heaven are those that are childlike. But, this does not refer to a regular child,
rather it is an “adult child” [大人の赤子]. It is non-discrimination that is equipped with
[the function of] discrimination. It is an adult child that comes about through becoming
lost, and then becoming lost again. It is the child from when “the bottom of the old
bucket has been broken right through.”210 This point must be fully absorbed into the
heart. The 70 year-old man who “follows his heart’s desires, yet does not stray outside
the boundaries”211 is not a regular child—not just some urinating, defecating little baby.
He who makes it into paradise is not your regular man of “as it is-ness.” [This one]
knows the path completely without taking refuge [in anything external]. He is a true
む

え

かんどうにん

man of the Way who relies on nothing [無依の閑道人] and can, with a wave of his
great hand, enter or exit either heaven or hell at will.

210

Refers to 盤珪禅師語録, which Suzuki mentions in “Zen in T’ang and Sung”: “古桶の底ぬけ

果てて、三界に一円相の輪があらばこそ。” (鈴木, 1962, 2011: 142, fn. 77). Suzuki translates into
English as follows: “The bottom of the old bucket has broken, / Through and through. / The triple
world has no ends, / It is a perfect circle / With no circumference whatever.”（133）
211

Refers back to the Confucius quote in the “Freedom / Emptiness / Right-now 「自由
(
・空・只今」)”

section of the translation above.
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7
An excellently illustrative real-life example of the reflective cognizance in which sahā
is paradise, just as it is, and the layman is a buddha, just as he is—can be seen in what is
known as the “Wondrous Good People” [妙好人] of the Shinshū [True Pure Land
Buddhist Sect]. It appears that Wondrous Good People-type Buddhists cannot be found
anywhere other than in Shinshū. People like this are truly scarce—they are full of
humble gratitude [実にありがたい].
What I would like to introduce next is a discussion of a man called Asahara Saiichi.
This man was born in the 4th year of the Kaei period [嘉永四年] (1851 CE) in the
に

ま

い は み

Nima-gun district [邇摩郡] of Iwami-no-kuni [石見の國], modern day Yunotsu-machi
ゆ

の

つ

[温泉津町]. In the 7th year of the Shōwa period (1932 CE) he passed naturally at the
age of 83, closing his chapter on an extraordinary sahā life. Most Wondrous Good
People do not leave behind much literature, however, the venerable Saiichi continued to
write what might be considered a “diary of faith” for over 30 years. In this respect, it is
something unprecedented in history. It is the clumsy writing of an illiterate “path-enterer”
[尼入道] with no education or literary talent who is just recording his thoughts,
unadulterated [天真爛漫] and straight from the heart. It really is a document that is
worthy of preservation. Here I will give two or three quotes from within.
ひやくふちひやく ふ

ゑ

There is a saying “don’t know 100, don’t understand 100” [百不知百不會]. It is a
principle of not knowing anything. But, in reality, that is not all there is to it: it is about
acknowledging the mental state of “finding peace and establishing one’s life in the Way”
[安心立命] and proactively and affirmatively settling into “as-it-is-ness.” As for the
Wondrous Good People, they proactively assert their overflowing joy through phrases
steeped in concreteness and teeming with life. This is surely indicative of their
sentimentality—in contrast to the Zen person’s proclivity toward prajñā wisdom [般若].
This is because, unlike how the Zen person seems to be transcendently detached from
being and non-being [有無], the Wondrous Good Person is always fully at one with
“Namu Amida Butsu,” while roaming around between being and non-being. The Zen
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person is “Fauna green and flora red; Mountain high and waters stretching on” [柳緑花
紅、山高水長]. They clothe themselves in a conceptual conventionalism. The Wondrous
Good Person, however, is rocked about by the rough waves of the great ocean; and,
、、、、
whether floating or sinking, he or she is cradled by the oyasama [おやさま, “parent,”
i.e., “Amida/Amitayas”] [who invokes a feeling of] humble gratitude [ありがたい] and
awed insignificance [もつたいない]. This [difference between the Zen person and the
Wondrous Good Person] only arises from the different forms in which Great Wisdom
and Great Compassion respectively exhibit themselves: as regards their “as-it-is-ness,”
however, there is no difference at all between them. But, people of today must not slack
off in giving living representation to as-it-is-ness within the context of modern society. I
believe that, one must be equipped with discriminatory intellectual processes and
literary knowledge in so far as to fully satisfy [the requirements of] modern perspectives
and customs. Here, one cannot help but be reminded of Kant’s immortal words,
“conceptualization without intuitional understanding [直覺] (or intuitional feeling [直
感]) is blindness, and intuition without conceptualization is empty.”212 I will quit with
the introductions here and go on to the quotes.)
From one perspective, as-it-is-ness truly exemplifies [Nishida’s] “absolute paradox of
self-identity” [絕対矛盾の自己同一], and it can be shown that this is [also evident] in
212

Refers to Kant’s famous statement: “Without the sensuous faculty no object would be given to us,

without understanding no object would be thought. Thoughts without content are void, intuitions
without conceptions, blind.” (1781, 1990: 45). Note that Suzuki misquotes Kant here by swapping
the position of the terms “blind” and “empty” (“empty” being Suzuki’s choice of translation for what
Meiklejohn gives above as “void”). In the 1997 Iwanami bunkobon version, the editor, Ueda
Shizuteru, fixes the order. It seems odd that Ueda would alter the quote, as it is common for Suzuki
to misquote, or quote out of context, as can be seen in examples above, in order to advance his
argument. In “Reality is Act,” however, Suzuki quotes in the regular order: “Kant has somewhere:
‘Concepts without intuition are empty, and intuition without concepts is blind.’ This is a most
significant saying. Concepts must always be accompanied or backed by intuition, and intuition by
concepts. They must go hand in hand. And when they go together, there is act. In act we see the
inseparability of intuition, feeling, or sensing and concepts, which characterizes the life in the
Garden of Eden. This life is at the basis of all human spirituality.” (Suzuki, “Reality is Act,” 1975: 3)
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venerable Saichi’s perspective of sahā and other things.
From this sahā world, into paradise,
No faster path to birth is there,
Than this sahā world itself, of course.
The sahā world is Namu Amida Butsu.
The paradise world is Namu Amida Butsu.
So thankful, so unworthy,
Is Saichi for this blessing,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.
Think of the bliss I am in!
Make me Namu Amidabu,
And, by Namu Amidabu, enjoy the Pure Land from this floating world [浮世],
Welcomed in by Namu Amidabu,
Taken along with Namu Amidabu.
One thing that must be noted here is that, for venerable old Saichi, “Namu Amida Butsu”
is not about pronouncing the name of the Buddha, it is about he, himself, becoming one
and the same with “Namu Amida Butsu.” Until now I had always thought that he was
just repeatedly pronouncing the name, but upon careful reading [I realized that] the
name is him, and he is the name. The pronouncing of the name is no other than him
repeatedly calling out his own name. He does not realize this himself. I believe that this
is what makes the Wondrous Good People the mysterious, remarkable [不可思議]
beings they are. Although it gets a little bit long, if I don’t quote several, you will not be
able to understand his state of mind [境地].
How wretched [I am], but at least I have compassion.
Compassion brings joy.
Me, although I’m no good,
Although I’m bound for hell,
Compassion draws me in,
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And my wretchedness comes out, but joy comes out too.
Me, I don’t understand the dharma; blah blah blah, it’s all just nonsense.
[Despite] living in this floating world, so comfortable, Namu Amida Butsu, Namu
Amida Butsu.
By the grace of the Dharma, I have met with fate, always comfortable, Namu
Amida Butsu,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.
Hang on a minute, you there Saichi!
It’s fine for me to write it, but my sinful heart floats up.
（

御

開

山

様

）

I couldn’t appear before the Patriarch [ごかい三さま, i.e., Shinran], could I.
Maybe I should try and say something good instead.
All I can say is wretched and shallow, but it doesn’t matter.
But even so, you can be joyful in your wretchedness,
Because you are stuck here there is no getting away.
But wait, wait, even if you say something like that,
I will never quit reciting the Name.
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu,
Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.

I will leave it at that for now, but even with me saying to myself, “Hey, Saiichi, enough,
you should stop for the night. It will end up at 3 o’clock, you!” I still just go on and on.
I am reminded of how things must have been [for Saiichi] then.
(This is getting too long, and so, I will lay down my pen. There are so many things that I
have to write about the Wondrous Good People. Japanese people must not forget about
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their words and their deeds. I went and made a number of the original texts easier to
understand.)
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On Myō
「「妙」について」『民藝』（1960）88 号、9–11 頁
SDZ20：268–72 収録

I spoke on the topic of myō when the East West Philosophers’ Conference was being
held in Hawai’i in the summer of last year; but, whereas Yanagi-kun called it bi [美,
“beauty/art”], I like to call it myō. This thing called myō seems to me to be the best way
to express what one might call “things Eastern,” whether it may be “Eastern thought”
[東洋思想] or “Eastern sensibilities,” [東洋感情] etc. And, even if you attempt to
translate this character 妙 [myō] into a foreign language, no fitting translation comes to
mind. For example, if you attempt to use words such as “wonderful,” “mysterious,” or
“unthinkable,” it simply doesn’t equate to the word myō in Japanese. There are also
words such as “subtle,” but I still feel that this does not quite display the depth of
meaning of myō. And, so, one cannot help but think that myō is an Eastern concept. One
sees the character 妙 in words such as myōri [妙理, “profoundly deep reasoning”],
myōshi [妙旨, “profound viewpoint”], and myōshu [妙趣, “infinitely tasteful”] where it
refers to indescribable mystery [不可思議]. It is appropriate here to be reminded of
Lǎozǐ’s “the innermost of the innermost profundity is the entranceway to the
wondrousness of all things” [玄之又玄衆妙之門; Ch., “xuán zhī yòu xuán zhòngmiào
zhī mén”]. When looking for this word [myō] in the annotated translations [of classical
Chinese texts, one finds] the character 妙 in Yì [易, “The Book of Changes”], but it
seems that in every case it is used as a verb; I believe that it just might be that the first to
use it in the manner of a noun or an adjective was Lǎozǐ. This word myō is written today
with the [glyph] radical onna [女, “woman”; i.e., 妙], but the character in its ancient
form was written玅, with the radical gen [玄, “profound/mysterious”]. Thus, it seems
that this character 妙 may have originally had some connection with the character 玄.
The meaning of 玄 must also be investigated etymologically, but with [Chinese
phrases] such as “Heaven, earth, gen, yellow” [天地玄黄; Ch. “tiāndì xuánhuáng”] that
speak of “the sky being black and the earth being yellow,” the character玄 does not
mean “black” [黒い {as it is usually interpreted today}], but rather “indistinct” [かすか
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である]; it is not that the sky is black, it is that it is distant and indistinct, so that one
cannot visually discern what it is; that is to say, it is my opinion that gen describes
something that cannot be grasped as any particular given form [形容]. Without more
thoroughly investigating this line [of thought] nothing can be conclusively said; but, in
any case, one simply cannot express [the idea of] gen [玄] with [the word] “indistinct.”
Moreover, it is also the case with the earlier mentioned character myō [妙] that it is not
something that has a ascribable form that can be definitively pointed out as “this”; it is
something that is somehow felt in a vague and indeterminate sort of inexpressible way.
This is what I like to call myō. This character gen [玄] is the most important word in
Daoism, and Daoism may be called “Genshū” [玄宗, “The Profound Teaching”] or
“Genmon” [玄門, “The Entrance to Profundity”]; but, in Lǎozǐ’s “the innermost of the
innermost profundity is the entranceway to the wondrousness of all things” [玄之又玄
衆妙之門], it is myō that comes out of that innermost of the innermost profundity [玄の
また玄], i.e., that place of “an even more final” finality—a place that cannot be
expressed in words. And, with “the entranceway to the wondrousness of all things” [衆
妙之門], rather than mon [門, “entranceway”] being so much of an “entranceway,”
perhaps it is better to say that is the “source” [源] from which all things arise. Again,
among the words of Lǎozǐ, in the last passage, it has “The nameless is the beginning of
heaven and earth, the named is the mother of all things” [無名は天地のはじめ、有名
は万物の母]213 but, this “namelessness,” that is to say, this “not having a name,” is gen.
Thus, all those mysterious things to which a name cannot be applied, every “this and
that” that cannot be defined, is gen; and, that which is the innermost of the innermost
profundity [i.e. the gen of gen] is the source from which all wonder and mystery [i.e.,
myō] arise.
If one is to refer to this thing called myō in the parlance of recent-day psychology
213

See the first chapter of 老子道徳経: “道可道非常道。名可名非常名。無名天地之始, 有名万

物之母。故常無欲以観其妙。常有欲以観其徼。此両者同出而異名。同謂之玄。玄之又玄。
衆妙之門。” (老子, 2010: 15). In Suzuki’s Japanese text he states that this section from Laozi
appears as the “last passage” (“最後の一節”), however, it actually appears in the middle of the first
section of the first chapter.
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studies, it would be the “unconscious” (無意識), however, I like to split “consciousness”
into two [kinds], with the first being “psychological unconscious” (心理学的無意識)
and the second being “metaphysical unconscious” ( 形 而 上 学 的 無 意 識 ). This
“psychological unconscious” is the sort of unconscious one sees in today’s
psychological and psycho-analytical fields of study. One may safely say that things such
as Freud’s “unconscious” and Jung’s “collective unconscious” correlate with
あ

ら

や しき

Buddhism’s “store consciousness” [阿頼耶識; Skt., ālayavijñāna]. But, true myō does
not arise from out of here yet. What does arise from there still contains an “I” [我]. I
don’t know that it is appropriate to use the character 我 in this sort of context, but that
from which myō arises must transcend this by one [more level] to that of “metaphysical
unconscious.” This thing called myō comes out of the unconscious. That unconscious
completely tears apart even the store consciousness. It does not arise from a
psychological unconscious—it comes from the metaphysical unconscious. This is where
we find myō. As long as it is confined to the realm of psychology it is not the real thing.
Without somehow transcending this by one [more level], I don’t believe that it can it
become real; these are my general thoughts on myō. If I am to continue I would say that
the unconscious is “no-self” [無我; Skt., anātman], and it is from this no-self that myō
arises. This may be an odd [妙な] use of words, but if it is said in terms of a
“metaphysical emoting” [形而上学的感情], I feel that some sort of intellectualism
would creep in, so I feel that it might be better to say “metaphysical sensation” [形而上
学的感覚]: but, in cases such as “got angry,” “laughed,” or “cried”—that is to say
“emotions”—there is still an “I” contained within [i.e., “I got angry,” “I cried,” etc.].
When one “laughs” or “gets angry,” there must be something [i.e., a subject to the verb]
to which this applies [突き当たる]. In the case of sensations: if it is itchy, it is itchy; if
it hurts, it hurts—and one’s hand immediately jerks back: here there is no “I.” Again,
things like heat and cold are also sensations, but they are not merely sensations in terms
of the five senses; and, if I may be allowed to say it this way I would like to do so: “the
sensations that are there before that object of the most utterly deep metaphysicality is
split into a dualism”: it is from those that myō arises. And again, if this is to be
expressed in the words of Buddhism, it is called “unattainable” [ 不可得, Skt.,
ampalabhya], it is called “inconceivable” [難思議; Skt., acintya], but that is all I will
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say about that.
Continuing on, if one is to discuss this concept in the context of art, one speaks of
“technique,” but that technique is no good if it is “just technique”; and, no matter how
much [technical] experience one might have acquired, myō will not arise from out of
there. There, it turns out again, if there is not a metaphysical unconsciousness at work it
will not do. One might call that which arises in this way myō; but, in the case of
Yanagi-kun’s bi [美, beauty], too, if it does not arise from out of here [i.e. a
metaphysical unconsciousness]can it be called art? Personally, I refer to it in the
parlance of metaphysics as myō, but in Yanagi-kun’s case he uses the character bi [美]
from the field of aesthetics. In the field of religious studies it may be fine to express it
with the words “divine revelation,” but I somehow feel that real myō could not emerge
from therein. There is something about myō that is active [能動的] rather than passive
[受動性]. In an everyday, non-technical context, the character myō [妙] is used in many
ways, but unless one digs down deeper to the meaning we are discussing here, I don’t
feel that the real myō will be forthcoming. Artists will frequently say that one must
completely become that thing [one is creating]. This is also true of those in the West; but,
I don’t think that those known as artists ever quite manage to completely become one
with that [creation]. I think that there are many cases where [the artist] becomes too
wound up in [issues of] technique, and unless that is overcome there can surely be no
outflow of true beauty. On this front, as opposed to the works of so-called “artists,” I
believe that it is, conversely, folk artisans—who have no consciousness of such
issues—that have far and away more potential to express the unconscious; and, it is here
that the working of myō can be seen. Myō is there even in the drawing of a line, even in
the slight raising of a hand, even in the pointing of a finger. It is not that myō is there in
the finger itself; it lurks there on the other side of the raising of: the finger, in the case of
the finger; or the hand, in the case of the hand: it is seen through the hand, or through
the finger. That which is there in that place is that which is, in Zen, referred to as the
“Great Matter.” I believe that the peoples of the East have their eye much more deeply
attuned to this than those of the West. Whether it is because Westerners are too caught
up in technique, or that they consciously divide things into “good” and “bad” before
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going on to draw or etch, etc., when they do it this way true beauty cannot come out
from within. In true art, in some respects, there can be no teleology: if there is an
intention then that consciousness will be attached [to the result of the action] and that
thing known as the “I” arises [concurrently]. If that case there will be no appearance of
myō. If one is to ask, then, what should be done, Buddhist would reply with the
concepts of “no-self” [無我; Skt., anātman] and “no-mind” [無心; Skt., acitta].
Again, in Zen we have things like, “If you encounter the Buddha, kill the Buddha; if
you encounter the Patriarch, kill the Patriarch,” [仏に逢っては仏を殺し、祖に逢って
は祖を殺す] and “Kill the Great Buddha and feed him to the dogs” [仏様を殺して犬
に喰らはせてしまへ]: these [phrases] mean that one should do away with symbols. It
art, too, there is all sorts of symbolism; thus, one might destroy those symbols and look
toward a “hyper-symbol” based on the wreckage; but, regardless, that symbol must first
be destroyed once, and things must be viewed from that basis. When that is achieved,
that which is true can be seen within. Thus, it is only after destroying, and destroying,
and smashing to the ground that we see something arise out from within. What I want to
say is that this is the myō that comes out of the innermost of the innermost profound [玄
のまた玄で妙]. Here Yanagi-kun uses the character bi [美], but, to me, the character
myō [妙] encapsulates the true essence of what it means to be “Eastern”; in Buddhism
one might also call it the “unattainable” [ 不 可 得 , Skt., ampalabhya] or the
“inconceivable” [難思議; Skt., acintya], but somehow the “odor” of intellectualism still
lingers, so I believe that, rather than phrases of this kind, myō does not intellectualize
anything and is a more affirmative [積極的] way to describe it.
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